
 
 
 

令 和 5 年 2 月 9日  
 

山梨・静岡雪氷対策連絡協議会  
静岡国道事務所    
沼津河川国道事務所  
甲府河川国道事務所  
中日本高速道路(株)    
山 梨 県      
静 岡 県      
静岡地方気象台 
甲府地方気象台 

 
 

大雪による交通障害に警戒・注意を 

 
 

○２月10日朝方から11日未明にかけて、南岸低気圧の通過に伴い山梨県、静

岡県の県境の標高が高い地域を中心に、降雪量が累計１０～４０ｃｍ程度

の大雪となる見込みです。 

 

○降雪の状況によっては、山梨県、静岡県の県境の標高が高い地域の道路が

通行止めとなる可能性が高い状況です。隣接する道路管理者間で調整のう

え、通行止めとなる見通しが明らかになった時点で、各道路管理者より改め

てお知らせいたします。 

 

○雪の予報が出ている地域への不用不急の外出は控えてください。 

 

〇１月下旬の寒波では、大規模な交通障害が発生しました。やむを得ず降雪が

予報されている地域へ向かう際には、冬用タイヤの装着やタイヤチェーン等

の携行及び早期装着などのご協力をお願いします。あわせて、スタックから

の脱出作業に備えて毛布、スコップ、懐中電灯なども携行してください。 

 

○特に大型車については、事故や立ち往生が発生した場合の影響が大きいた

め、十分な装備の確認等、安全を確保するために必要な措置をお願いしま

す。 

 

○最新の気象情報及び道路情報等に注意し、十分な時間的余裕を持って行

動いただくようお願いします。 

 



1．資料   添付資料 

 

2．配布先  中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会 

       静岡県政記者クラブ、静岡市政記者クラブ、富士宮市記者クラブ、 

       浜松市政記者クラブ、沼津記者会、三島記者クラブ、下田記者クラブ、 

       御殿場記者クラブ 

       竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ 

 

3．問い合わせ先 

  ○静岡県内の国道138号、246号に関すること 

中部地方整備局 沼津河川国道事務所 副所長 中川
なかがわ

 晋
しん

吾
ご

 

ＴＥＬ ： （０５５）９３４－２００１ 

 

  ○静岡県内の国道52号、139号に関すること 

中部地方整備局 静岡国道事務所   副所長 飯田
い い だ

 明弘
あきひろ

 

ＴＥＬ ： （０５４）２５０－８９００ 

 

  ○山梨県内の国道52号、138号、139号 

中部横断自動車道の一部（富沢IC～六郷IC）に関すること 

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 副所長 藏
くら

園
ぞの

 和人
か ず と

 

ＴＥＬ ： （０５５）２５２－５４９１ 

 

  ○高速道路に関すること 

中日本高速道路株式会社 

NEXCO中日本お客さまセンター（24時間365日対応） 

ＴＥＬ (０１２０)９２２－２２９ [フリーダイヤル] 

※フリーダイヤルをご利用になれない場合 

  ＴＥＬ (０５２)２２３－０３３３ [有料] 

 

  ○気象の見通しに関すること 

   静岡地方気象台  観測予報管理官   水守
みずもり

 博和
ひろかず

 

 ＴＥＬ ： （０５４）２８６－３４１１ 

   甲府地方気象台  観測予報管理官   松本
まつもと

 守
まもる

 

 ＴＥＬ ： （０５５）２２２－２３４７ 



4．主な道路の通行止め情報を発信する公式Twitter 

    静岡国道      沼津河川国道     甲府河川国道  

          

 

静岡県道路局     山梨県防災 

    

              

 



静岡県･山梨県の大雪に対する見通し
・10日は､低気圧が太平洋沿岸を発達しながら東北東に進む見込みです。
・静岡県の山地や山梨県では､10日は広い範囲で雪が降り､大雪となる所があるでしょう。
・予想より地上気温が低くなった場合や降雪が長引いた場合には､警報級の大雪となる
おそれがあります。
・大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒し、電線・樹木への着雪､農業施設の
被害に注意してください。
・最新の気象情報や交通情報等に留意し､外出が必要な場合には､十分な時間的余裕を
持って行動いただくようお願いします。

○10日0時から24時までの予想降雪量
多い所で、

中部（山地） １０～２０センチ
東部（山地） １０～２０センチ

【雪の予想・静岡県】

【大雪に注意・警戒する時間帯】

【静岡県】

【山梨県】

○10日0時から24時までの予想降雪量
多い所で、

中・西部（盆地） ５～１０センチ
中・西部（山地）２０～４０センチ
東部・富士五湖 ２０～４０センチ

【雪の予想・山梨県】

今後の雪（気象庁ホームページ） https://www.jma.go.jp/bosai/snow/
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■富士山周辺の「予防的通行規制区間」位置図
予防的通行規制区間

2

⑭塩尻地区 R20
岡谷市字堤ノ上～塩尻市塩尻町
L=9.1km

⑫上野原～甲州地区 R20
上野原市上野原～甲州市勝沼町勝沼
L=45.8km

⑰山中湖地区 R138
山中湖村平野～山中湖村平野
L=2.9km
★チェーン規制区間

うえ の はら こう しゅう

うえ の はら うえ の はら こう しゅう かつぬまちょう かつぬま

しお じり

おかや あざつつみのうえ しお じり しおじり まち

⑬韮崎～北杜地区・富士見地区 R20
韮崎市一ツ谷～茅野市宮川大河原
L=41.6km

ふ じ み

ち の し みやがわおおか わら

にら さき ほく と

にら さき し ひと つ や

⑯南部～富士川地区 R52
南部町万沢～富士川町青柳町
L=51.4km

なん ぶ ふ じ かわ

なん ぶ ちょう まんざわ ふ じ がわちょうあおやぎまち

⑱鳴沢地区 R139
富士河口湖町富士ケ嶺～鳴沢村
L=15.0km

なる さわ

ふ じ かわぐち こ まち ふ じ が ね なる さわ むら

やま なかこ

やま なかこ ひらの やま なかこ ひらの
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参考：中部地整管内
R138
箇所名：須走
小山町須走字矢彈山～
小山町須走字御登口
L=5.3km
★チェーン規制区間

参考：中部地整管内 R139
箇所名：朝霧
富士宮市外神東町～富士宮市根原
L=22.1km

参考：中部地整管内 R52
箇所名：内房
静岡市清水区宍原～富士宮市内房
L=6.9km

○「予防的通行規制区間」は、大雪
時に急な上り坂などで立ち往生が起
こりやすい区間です。
○立ち往生等により交通障害が拡大
するおそれがある場合、早い段階で
通行止めを行い、集中的・
効率的な除雪作業を実施してまい

ります。
〇高速道路では、路線ごとや各ＩＣ
間で状況に応じて通行止めを行う場
合があります。最新の情報は
ＨＰやツイッター等でご確認くだ

さい。

予防的通行規制区間

番号 事務所名 都県政令市 路線 箇所名
延長
（ｋｍ）

⑫ 甲府 山梨県 20 上野原～甲州地区 45.8
⑬ 甲府・長野 山梨県・長野県 20 韮崎～北杜地区・富士見地区 41.6
⑯ 甲府 山梨県 52 南部～富士川地区 51.4
⑰ 甲府 山梨県 138 山中湖地区 2.9
⑱ 甲府 山梨県 139 鳴沢地区 15.0
⑲ 甲府 山梨県 139 富士吉田～大月地区 18.4
⑳ 静岡 静岡県 52 内房～山梨県境 6.9
㉑ 静岡 静岡県 139 外神～山梨県境 22.1
㉒ 沼津 静岡県 138 小山町須走 5.3

都道
府県

路線
番号

箇所名 区 間
延長
（km）

道路管理者

山梨県
静岡県

国道138号 山中湖・須走 山中湖村平野～小山町須走字御登口 ８．２ 国土交通省

都道府
県

路線番号 道路名 区間
延長
（km）

道路管理者

山梨県 Ｅ２０ 中央道 須玉IC～長坂IC ８．７ NEXCO中日本
すたま ながさか

おやまちょうすばしりあざおとぐちやまなかこむらひらの

○高速道路

○直轄国道

やまなかこ・すばしり

ちゅうおうどう

（チェーン規制を実施する場合がある区間）

⑳内房地区 R52
静岡市清水区宍原～富士宮市内房
L＝6.9㎞

㉑朝霧地区 R139
富士宮市外神東町～富士宮市根原
L＝22.1㎞

㉒小山地区 R138
小山町須走字矢彈山
～
小山町須走字御登口
L＝5.3㎞

★チェーン規制区間



静岡県内の国道での過去の大雪状況 （平成２６年２月 南岸低気圧）



○雪みち情報は冬のドライブなび中部をご覧ください
情報サイトへはこちらから
冬のドライブなび中部

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/fuyumichi.html

■各事務所のＴｗｉｔｔｅｒへアクセス

■ライブカメラで現地状況を確認

■道路の積雪・凍結状況を確認

○雪みち情報を各種提供、主な内容は下記

規制情報

■道路規制情報を確認

高速道路

https://www.cbr.mlit.go.jp/road/fuyumichi.html


■最新の交通状況を発信しています。お出かけ前にご確認ください。

１．ホームページでの高速道路の情報発信

『 NEXCO中日本ドライバーズサイト』
トップ画面に「重要なお知らせ」を掲載しています。

『 iHighway中日本（アイハイウェイ中日本）』
高速道路の交通情報提供サービスです。
リアルタイムな道路交通情報を提供しています。
【アドレス】
ＰＣ版（https://www.c-ihighway.jp/）
スマートフォン版（ https://www.c-ihighway.jp/smp/ ）

２．Twitterでの高速道路の情報発信
『 NEXCO中日本 Twitter 』
中日本エリアの高速道路の情報を発信しています。
名古屋支社 https://twitter.com/c_nexco_nagoya

東京支社 https://twitter.com/c_nexco_tokyo

八王子支社 https://twitter.com/c_nexco_hachi

金沢支社 https://twitter.com/c_nexco_kana

３．冬道を安全にご利用いただくための情報発信
『冬の雪道ドライブガイド』
【アドレス】

https://www.c-nexco.co.jp/special/snow/

『除雪NAVI』
「除雪作業」､「凍結防止剤散布作業」､「ツララ
落とし作業」の作業箇所をスマートフォンより24
時間リアルタイムに提供しています。
【アドレス】

https://snowcar.vpis.jp/
雪道走行中の注意ポイントなどぜひ
知ってほしい情報などを確認すること
ができます。

【Androidの方】【iPhoneの方】

名古屋支社 東京支社 八王子支社 金沢支社

○高速道路の道路情報

https://twitter.com/c_nexco_nagoya
https://twitter.com/c_nexco_tokyo
https://twitter.com/c_nexco_tokyo
https://twitter.com/c_nexco_hachi
https://twitter.com/c_nexco_kana
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