
1．規制（工事）概要

（1）実施区間位置図 

（2）交通規制内容および日程 

①高井戸 IC～八王子 IC 夜間車線規制

【実施日】5月 11日(月)から 29 日(金)まで、平日 18時～翌 6時

天候および作業進捗などにより工事期間を短縮する場合があります。工事の状況は中央

道集中工事専用 WEBサイトをご確認ください。 

②インターチェンジ出入口 夜間閉鎖

○高井戸 IC

【実施日】5月 19日(火)   20 時～翌 4時 

【予備日】5月 25日(月)から 29 日(金)までの同時間帯 

○調布 IC

【実施日】5月 18日(月)から 20 日(水)まで、各日 20時～翌 4時 

【予備日】5月 25日(月)から 29 日(金)までの同時間帯 

○稲城 IC

【実施日】5月 12日(火)   1時 30分～2時 

【予備日】5月 26日(火)から 30 日(土)までの同時間帯 

○府中スマート IC

【実施日】5月 14日(木)   0時 30分～3時 30分の間に 

5分間程度の閉鎖を 4回実施 

【予備日】5月 26日(火)から 30 日(土)までの同時間帯 

雨天等の事象により予定どおり実施できない場合は、予備日を用いて実施いたします。 

また、IC 閉鎖が雨天等の事象により予備日の実施となった場合は、調布 IC および高井戸 IC

の工事を優先して実施させていただきます。 



 

 

集中工事期間中の日々の交通規制区間と時間などの詳細な交通規制予定情報については、4月中旬頃

から中央道集中工事専用 WEBサイト（工事専用 WEBサイト）でご提供いたします。 

【交通規制予定情報（工事専用 WEBサイト、昨年掲載イメージ）】 
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

①
国道20号
八王子方面への出口

②
国道20号
新宿方面からの入口

③
国道20号
新宿方面への出口

：実施日 ：予備日

八王子方面（下り線）
入口閉鎖

新宿方面（上り線）
入口閉鎖

新宿方面（上り線）
出口閉鎖

高井戸IC
（20時から翌4時）

稲城IC
（1時30分から2時）

府中スマートIC
（0時30分から3時30分）

2020年5月

調布IC
（各日20時から翌4時）



2.迂回路のご案内

（1）高井戸 IC～八王子 IC 夜間車線規制時 

交通規制実施中は、高井戸 IC～八王子 IC間（上下線）で、夕方から夜遅くまで渋滞が予想され

ますので、以下の迂回路のご利用をお願いいたします。 

なお、所定の迂回路をご利用いただいた場合には、迂回されなかった場合の料金と同額とするな

どの料金調整をおこないます。 

【一般道を利用した迂回路】 

八王子 IC～高井戸 IC 間の各 IC をご利用の方は、国道 20 号など一般道への迂回や公共交通機関

の利用のご検討をお願いします。 

※工事をしていない通常時の 18 時頃の所要時間

【高速道路を利用した迂回路】 

山梨・長野方面と首都高速道路方面の相互間をご利用の方は、C4 圏央道や E1 東名を利用した広

域迂回路のご利用をお願いします。 

※工事をしていない通常時の 18 時頃の所要時間

（高速道路および一般道を利用した迂回路） 

迂回路 通常時所要時間（参考）※ 

国道 20 号 

を利用した迂回 

八王子 IC 

↑↓ （国道 20 号） 

首都高永福出入口 

約 78 分 

（高速利用時約 35 分） 

【増加時間：＋43 分】 

迂回路 通常時所要時間（参考）※ 

圏央道・東名・首都高

を利用した迂回 

八王子 JCT 

↑↓ （C4 圏央道） 

海老名 JCT 

↑↓ （E1 東名） 

東京 IC 

↑↓ （首都高 3 号渋谷線） 

大橋 JCT 

約 90 分 

（中央道利用時約 50 分） 

【増加時間：＋40 分】 



（料金調整） 

【一般道を利用した迂回の料金調整】 

対象期間中は、E20 中央道の IC と国道 20 号などの一般道との相互のご利用をされた場合、以下の

とおり料金調整をおこないます。 

○対象期間

5月 11日（月）から 5月 29日（金）までの各日 18時～翌 6時

集中工事を実施しない 16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）を除く。 

上記の対象期間によらず、集中工事の完了をもって料金調整も終了します。 

○対象区間

※1 ETC以外（現金など）でご利用のお客さまは迂回により高速道路料金が割高にならないため

料金調整の対象とはなりません。 

※2 府中スマート IC の入口は ETC 車専用です。出口は ETC以外でもご利用いただけます。

○料金調整内容

乗り継いだ場合の料金が、迂回せずに高速道路を連続利用された場合の料金よりも高くならないよ

うに料金調整します。

○ご利用方法

上記の流出指定 IC、再流入指定 IC間を 3時間以内に乗り継いでください。

■ETC をご利用のお客さま

同じ ETCカードで、通常どおり ETCレーンを無線走行してください。

■ETC 以外（現金など）でご利用のお客さま

乗継前の走行の入口料金所でお渡しする領収書または利用証明書を再流入指定 IC で係員にご

提示ください。



【高速道路を利用した迂回の料金調整】 

対象期間中は、八王子 JCT 以西の E20中央道等の ICと東京 IC（E1東名）との相互のご利用をされ

た場合、以下のとおり料金調整をおこないます。 

○対象期間

5月 11日（月）0 時から 5月 30 日（土）24時まで

対象期間内は工事の有無にかかわらず料金調整をおこないます。

○対象区間

○料金調整内容

調整対象 IC と東京 IC の相互間を利用される場合のみ、高井戸 IC を利用される場合の料金と同額

に調整します。

東京 ICでの流出・流入（首都高速 3号線を連続して利用する場合を含む）が対象となります。

東京 IC・調整対象 IC 以外の IC で流出・流入された場合は調整の対象とはなりません。

東富士五湖道路や一般道を経由して東名へ迂回された場合は調整の対象となりません。

現金車を含む全ての車両が対象です。

（適用例：甲府昭和 IC～東京 IC を普通車（ETC 車）で走行した場合） 

ETC 通常料金：4,190 円 ⇒ 調整後：3,160 円 （ETC 通常料金 ▲1,030 円） 



（2）調布 IC夜間閉鎖時 

夜間閉鎖時に当該 IC をご利用になる場合は、以下の迂回路のご利用をお願いいたします。 

閉鎖箇所 迂回路 

① 
調布 IC ⇒ 下石原交差点右折 ⇒ 下石原一丁目交差点右折 ⇒ 西調布駅入口交差

点右折 ⇒ 上石原交差点左折 ⇒ 国道 20 号八王子方面へ 

② 
国道 20号新宿方面から ⇒ 下石原交差点先左折 ⇒ 2つ目の信号右折 ⇒ 西調布駅

入口交差点右折 ⇒ 上石原交差点右折 ⇒ 調布 IC 入口 

③ 
調布 IC ⇒ 上石原交差点先左折 ⇒ 西調布駅入口左折 ⇒ 下石原一丁目交差点左

折 ⇒ 下石原差点右折 ⇒ 国道 20 号新宿方面へ 

①国道 20号八王子方面への出口 閉鎖日時：5月 18日（月）20時～翌 4時 予備日あり 

①



②国道 20号新宿方面からの入口 閉鎖日時：5月 19日（火）20時～翌 4時 予備日あり 

③国道 20号新宿方面への出口 閉鎖日時：5月 20日（水）20時～翌 4時 予備日あり 

② 

③



3．工事内容 

■お客さまの走行安全性と快適性を高めるために

①舗装補修工事

舗装面にできた凹凸やひび割れなどの補修工事をおこないます。

②橋梁修繕工事

損傷した繋ぎ目部分（伸縮装置）の取替え工事をおこないます。

③道路維持作業

清掃作業、草刈り作業などの維持修繕作業をおこないます。 

舗装損傷状況 補修後イメージ 

繋ぎ目部分の取替え 取替え後イメージ 

集水ますの清掃 雑草の草刈り 



4．お客さまへのご迷惑を最小限とするための取組み 

（1）規制計画の工夫 

工事に伴う渋滞を最小限とするため交通規制をおこなう時間帯を厳選し、上下線ともに朝の通

勤時間帯や日中の工事はおこなわず、18時から翌 6時までの規制計画といたしました。 

なお、厳選した時間の中で必要な工事を実施することとし、工事時間を 1時間短縮して開始時

間を 18時（昨年は 17時）とさせていただきました。 

（2）高速道路を走行するお客さまへの情報提供の強化 

お出かけ前に工事区間の高速道路状況をご確認いただくために、工事専用 WEBサイトで、最新

の交通規制予定情報や渋滞予測、リアルタイムの所要時間をご提供するとともに迂回路の所要

時間も情報提供させていただきます。 

工事期間中は、夕方から夜遅くまで渋滞が予想されますので、お出かけ前に工事専用 WEBサイ

トの情報を参考に、C4圏央道・E1東名や国道 20号などへの迂回やお出かけ時間の変更をご検討

いただき、余裕を持ってお出かけいただきますようお願いします。 

【工事専用 WEBサイト】 https://chuo-info.com/ 

（3）工事専用 WEBサイトでの交通情報のご提供 

① 交通規制期間中の渋滞予測のご提供

事前に迂回やお出かけ時間の変更をご検討していただけるよう、工事期間中の渋滞予測情報

をカレンダー形式でご提供させていただきます。 

なお、最新の渋滞予測は工事専用 WEBサイトで随時更新してまいります。 

【日別渋滞予測（工事専用 WEBサイト掲載イメージ）】 

  E20中央道 上り線（新宿方面）  E20中央道 下り線（名古屋方面） 

 予測最大渋滞長　５ｋｍ～１０ｋｍ

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

５月 ５月

https://chuo-info.com/


② 時間帯別の渋滞予測のご提供

交通規制時間帯の渋滞予測を日々の時間帯別にご提供させていただきますので、お出かけ前

に迂回やお出かけ時間の変更をご検討していただきますようお願いします。

【日別・時間別渋滞予測（工事専用 WEBサイト掲載 昨年実績）】 

（例：昨年 5月 16日、17日の予測） 

③ 所要時間情報の提供

工事期間中は、走行ルートの選択やお出かけ時間の変更をご検討していただけるよう、最新の

所要時間情報をご提供させていただきます。 

出発 ICと到着 IC（経由地指定も可）を選択していただきますと、目的地までの現在の所要時

間や迂回路がご確認いただけますので、迂回やお出かけ時間の変更をご検討していただきます

ようお願いします。 

【所要時間検索（工事専用 WEBサイト掲載 昨年実績）】 

(八王子 IC～高井戸 IC間での検索例）※ 

※表示される所要時間は、交通状況の変化などにより実際にご通行された時の旅行時間とは異

なる場合があります。

 

検索されたルートの 

遅延時間を分りやすく

表示します。 



1）迂回路の所要時間情報のご提供

工事期間中、迂回路のリアルタイム所要時間をご確認いただけます。

また、スマートフォンでもご確認いただけますので、ご出発後の休憩中に走行ルートの検討を

される際にもご活用ください。 

【迂回路の所要時間情報（工事専用 WEBサイト掲載 昨年実績）】 

■ 一般道（国道 20 号）の所要時間提供

■ 高速道路（C4圏央道・E1東名）の所要時間提供

昨年イメージで修正



2）道路上でのご提供

工事期間中は、走行中のお客さまに走行ルートの経路選択をおこなっていただけるよう、リ

アルタイム所要時間情報をご提供させていただきます。

■ 高速道路上での情報提供

E20 中央道上り線の八王子 JCT の手前などに簡易 LED 情報板を設置し、E20 中央道経由と

E1東名経由の所要時間をご提供しますので、走行ルートの経路選択にご活用ください。 

また、上り線の八王子 IC、国立府中 IC手前や、下り線の首都高 4号新宿線でも、E20中央

道と国道 20 号の所要時間をご提供させていただきます。 

■一般道上での情報提供

調布、稲城、国立府中、八王子の各 IC入口部に簡易 LED情報板を設置し、E20中央道と国

道 20号の所要時間をご提供しますので、中央道流入の判断にご活用ください。

【簡易 LED情報板の設置予定箇所】 

中央道経由 

西新宿 J まで 55 分 

東名経由 

大橋 J まで  60 分 

八王子 JCT(上り線)手前 

における表示例 

国立府中 IC(上り線)手前 

における表示例 

八王子 IC入口手前 

における表示例 

永福 まで

中央道で  30 分

国道 20 号で 50 分 



5．安全に高速道路をご利用いただくための取組み 

（1）交通規制箇所や渋滞末尾での追突事故の防止 

交通規制箇所や渋滞末尾での追突事故を防ぐため、交通規制箇所の手前または渋滞末尾付近

の路肩に標識車を配置し、この先の交通状況や規制状況をお伝えします。 

（2）交通規制箇所での安全対策 

・短い区間での車線変更を回避するための連続車線規制の実施

短い区間で工事箇所が近接する場合には、それぞれの交通規制が断続することにより車線変

更などが増加し、無理な追い越しや合流に伴う追突や接触による事故の要因となることから、安

全のため連続して規制を実施させていただくことがあります。 

・交通規制内への誤進入対策として物理的防御装置および標識車を設置

交通規制内への誤進入対策として、工事箇所手前に物理的防

御装置および標識車を設置し、誤進入した車両と作業従事者と

の接触を防止します。 

【物理的防御装置設置状況】 

【渋滞末尾警戒車の配置例】 

【連続車線規制内のお知らせ看板の例】 



・規制設置作業中の安全対策として、本線低速走行規制およびインターチェンジ入口の流入規制実施 

  交通規制設置作業中の安全対策として、本線では、パトロールカー等による低速走行規制の実施

を行います。また、インターチェンジの入り口では、一時的な流入規制を行い、お客さまの車両と

作業従事者との接触を防止します。低速走行規制および流入規制中は情報板等でお知らせします

ので、前方に注意してご走行ください。 

【低速走行規制及び流入規制の例】 
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