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今年も本格的な雪氷シーズンが到来しました。 

NEXCO 中日本では、今年 2 月の北陸地方の記録的な大雪の影響で、北陸道の通行止めのほか、国道 8 号

に多くの滞留車両が発生するなど、社会的に大きな影響を与え、お客さまに大変ご迷惑をお掛けしたこと

から、雪氷対策の強化を図ります。 

具体的には、お客さまへ適時適切に情報を提供するとともに、道路ネットワーク機能の確保のための関

係機関との連携強化、立ち往生車両を防ぐための除雪体制の強化・設備増設ならびに監視強化などを実施

してまいります。必要に応じて、集中除雪による通行止め時間の最小化を図る予防的通行規制(事前通行

止め)をおこなう場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

冬用タイヤの未装着やタイヤチェーンの不携行による上り坂などでの登坂不能車両が、除雪作業の障害

となり、通行止めにつながる場合があります。 

お客さまにおかれましては、早めの冬用タイヤ装着やタイヤチェーンの携行に加えて、お出かけ前には

天気予報や交通状況をご確認のうえ、雪道での安全運転に心掛けていただきますようお願いします。 

 

2018 年度雪氷期における主な取り組み 

① 気象予測を参考に降雪の 3 日ほど前から大雪に関する事前の情報を提供します【継続】 

大雪の気象予測が発表された場合は、大雪に関する事前の情報を提供しますので、不要不急の外出を

控え、やむを得ずお出かけになる際には無理のないドライブプランをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ｉHighway 中日本やサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）で、降雪状況のリアルタイム映像

などを配信します【継続】 

お出かけ前やお出かけ中に降雪状況を映像でご確認いただき、ドライブプランにお役立てください。

また、高速道路交通情報を地図や文字でご確認いただける WEB サイト｢ｉHighway 中日本｣では、天候や

降雪の予想および雪氷作業状況もご確認いただけます。 

（別表 1 ｉHighway 中日本によるライブ映像提供箇所一覧表）  

昨年度と同様に、当社で把握する降雪地域の代表地点・気象変化点 56 箇所をカバーします 

（別表 2 ライブ映像を提供する SA・PA の一覧表） 

昨年度より 1 箇所追加し、72 箇所の SA・PA で降雪状況映像を提供します 
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③タイムライン（段階的な行動計画）に基づく関係機関との連携を強化します【強化】 

大雪が予想される場合には、国･県･市町村の道路管理者や警察などと連携し、気象予測･道路状況･通

行規制などの情報を共有し、道路ネットワーク機能の確保に向けた相互調整をおこなうことにより、交

通への影響の最小化に努めます。タイムラインについては、大雪が予想される 3 日ほど前からの行動に

ついて、あらかじめ関係機関と共有します。 

 

④予防的通行規制（事前通行止め）をおこない、集中除雪により通行止め時間の最小化を図ります【新

規、強化】 

今年 2 月に北陸地方で発生したような、大型車をはじめとした立ち往生車両に起因する大規模な車両

の滞留が発生する前に、予防的通行規制をおこない、集中除雪により通行止め時間の最小化を図ります。

【新規】 

そのため、監視カメラ（1,827 基、昨年度より 32 基追加）や時間降雪計（90 箇所、昨年度より 46 箇所

追加）により、監視を強化します。【強化】 

 

⑤その他の対策を強化します【強化】 

1）広域的な大雪時に、当社グループが

保有する除雪作業車両が不足する

場合には、気象予測を基に他の道路

会社と連携して、応援を要請するな

どの相互支援をおこないます。 

2）除雪作業を円滑におこなうための定

置式薬液散布装置を増設します。

（約 85km、昨年度より約 14km 追加） 

3）立ち往生車両を速やかに救援するた

めのトラクターショベルなどの事

前配備をおこないます。（171 台、昨年度より 6 台追加） 

 

⑥冬用タイヤ装着などの広報を強化します【新規、継続】 

12 月から 3 月までの間、当社管内の AM ラジオ 8 局でのラジオ CM

や、当社管内の高速道路上での利用履歴があるスマートフォンユー

ザーへの広告配信を活用して、冬用タイヤ装着やタイヤチェーンの

携行などを呼びかける広報を実施します。【新規】 

 また、当社公式 WEB サイトやリーフレットなどを活用し、安全走

行のための情報を提供します。【継続】 

 
⑦雪氷作業出陣式を実施します【継続】 

各雪氷対策基地で雪氷作業出陣式を実施しています。（別表 3 2018 年度 雪氷出陣式の開催予定） 

≪ｉHighway による天候・降雪予想の提供例≫ ≪ｉHighway による雪氷作業状況の提供例≫ 

≪雪道ドライブガイド（当社公式 WEB サイト）≫ 

≪定置式薬液散布装置≫ 



ｉHighway中日本によるライブ映像提供箇所一覧表 別表　１

No 路 線 位置又は地点名 備 考

1 東名高速道路 横浜町田 ～ 横浜町田 横浜町田ＩＣ付近

2 東名高速道路 大井松田 ～ 御殿場 鮎沢ＰＡ

3 東名高速道路 大井松田 ～ 御殿場 小山ＢＳ付近

4 東名高速道路 御殿場 ～ 御殿場 御殿場ＩＣ

5 東名高速道路 裾野 ～ 裾野 裾野ＩＣ

6 東名高速道路 三ヶ日 ～ 豊川 三ヶ日ＪＣＴ付近

7 新東名高速道路 浜松浜北 ～ 浜松浜北 浜松浜北ＩＣ付近

8 中央自動車道 八王子JCT ～ 相模湖 八王子ＪＣＴ付近
9 中央自動車道 上野原 ～ 大月JCT 談合坂ＳＡ
10 中央自動車道 大月JCT ～ 勝沼 初狩ＰＡ
11 中央自動車道 諏訪南 ～ 諏訪 中央道原ＰＡ
12 中央自動車道 岡谷JCT ～ 伊北 岡谷ＪＣＴ

13 中央自動車道 駒ヶ根 ～ 松川 駒ヶ岳ＳＡ

14 中央自動車道 松川 ～ 飯田 松川ＩＣ付近

15 中央自動車道 園原 ～ 中津川 園原ＩＣ付近

16 長野自動車道 岡谷 ～ 塩尻 塩尻ＩＣ付近

17 名神高速道路 関ヶ原 ～ 米原JCT 関ヶ原ＴＮ東坑口付近

18 名神高速道路 米原JCT ～ 彦根 彦根ＴＮ西坑口付近

19 名神高速道路 彦根 ～ 八日市 彦根ＩＣ付近

20 名神高速道路 彦根 ～ 八日市 八日市ＩＣ付近

21 新名神高速道路 亀山JCT ～ 甲賀土山 亀山ＪＣＴ付近

22 新名神高速道路 亀山JCT ～ 甲賀土山 亀山ＪＣＴ～土山ＳＡ

23 新名神高速道路 亀山JCT ～ 甲賀土山 甲賀土山ＩＣ付近

24 北陸自動車道 木之本 ～ 敦賀JCT 賤ヶ岳ＳＡ

25 北陸自動車道 木之本 ～ 敦賀JCT 滋賀・福井県境付近

26 北陸自動車道 木之本 ～ 敦賀JCT 刀根ＰＡ

27 北陸自動車道 敦賀 ～ 今庄 敦賀ＩＣ付近

28 北陸自動車道 敦賀 ～ 今庄 敦賀市北部付近

29 北陸自動車道 敦賀 ～ 今庄 杉津ＰＡ（米原方面）

30 北陸自動車道 敦賀 ～ 今庄 杉津ＰＡ（新潟方面）

31 北陸自動車道 敦賀 ～ 今庄 敦賀ＴＮ付近

32 北陸自動車道 今庄 ～ 武生 南条ＳＡ付近

33 北陸自動車道 鯖江 ～ 福井 北鯖江ＰＡ付近

34 北陸自動車道 福井北 ～ 丸岡 福井北ＩＣ付近

35 北陸自動車道 金津 ～ 加賀 金津ＩＣ付近

36 北陸自動車道 加賀 ～ 片山津 加賀ＩＣ付近

37 北陸自動車道 小松 ～ 能見根上ｽﾏｰﾄ 小松ＩＣ付近

38 北陸自動車道 美川 ～ 徳光ｽﾏｰﾄ 美川ＩＣ付近

39 北陸自動車道 徳光ｽﾏｰﾄ ～ 白山 徳光ＰＡ

40 北陸自動車道 金沢西 ～ 金沢東 金沢西ＩＣ

41 北陸自動車道 金沢森本 ～ 小矢部 金沢森本ＩＣ付近

42 北陸自動車道 金沢森本 ～ 小矢部 石川・富山県境付近

43 北陸自動車道 小矢部 ～ 砺波 小矢部ＩＣ付近

44 北陸自動車道 砺波 ～ 高岡砺波ｽﾏｰﾄ 砺波ＩＣ付近

45 北陸自動車道 小杉 ～ 富山西 小杉ＩＣ付近

46 北陸自動車道 滑川 ～ 魚津 有磯海ＳＡ付近

47 北陸自動車道 入善ｽﾏｰﾄ ～ 朝日 入善ＰＡ

48 東海北陸自動車道 高鷲 ～ 荘川 高鷲ＩＣ付近

49 東海北陸自動車道 高鷲 ～ 荘川 荘川ＩＣ付近

50 東海北陸自動車道 飛騨清見 ～ 白川郷 飛騨清見ＩＣ付近

51 東海北陸自動車道 白川郷 ～ 五箇山 飛騨白川ＰＡ付近

52 東海北陸自動車道 五箇山 ～ 福光 五箇山ＩＣ付近

53 東海北陸自動車道 五箇山 ～ 福光 城端ＳＡ付近

54 舞鶴若狭自動車道 若狭上中 ～ 若狭三方 三方五湖ＰＡ付近

55 小田原厚木道路 二宮 ～ 小田原東 小田原東ＩＣ付近

56 首都圏中央連絡自動車道 相模原愛川 ～ 相模原愛川 相模原愛川ＩＣ
ＩＣ：インターチェンジ　　ＪＣＴ：ジャンクション　　ＢＳ：バスストップ
ＳＡ：サービスエリア　　　ＰＡ：パーキングエリア　　ＴＮ：トンネル

ＩＣ間



ライブ映像を提供するサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）一覧表 別表　２

No 路 線 上下 休憩施設名 モニタ位置 備 考

1 東名高速道路 下 港北ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

2 東名高速道路 下 海老名ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

3 東名高速道路 下 中井ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

4 東名高速道路 下 鮎沢ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

5 東名高速道路 上 足柄ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

6 東名高速道路 下 足柄ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

7 東名高速道路 上 駒門ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

8 東名高速道路 下 駒門ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

9 東名高速道路 上 愛鷹ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

10 東名高速道路 下 愛鷹ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

11 東名高速道路 上 富士川ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

12 東名高速道路 下 富士川ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

13 東名高速道路 上 由比ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

14 東名高速道路 下 由比ＰＡ 情報ターミナル

15 東名高速道路 上 日本平ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

16 東名高速道路 上 日本坂ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

17 東名高速道路 上 牧之原ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

18 東名高速道路 上 小笠ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

19 東名高速道路 上 遠州豊田ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

20 東名高速道路 上 浜名湖ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

21 東名高速道路 上 新城ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

22 東名高速道路 下 美合ＰＡ 情報ターミナル

23 東名高速道路 下 上郷ＳＡ 情報ターミナル

24 東名高速道路 下 東郷ＰＡ 情報ターミナル

25 新東名高速道路 上 駿河湾沼津ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

26 新東名高速道路 上 清水ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

27 新東名高速道路 上 静岡ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

28 新東名高速道路 上 藤枝ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

29 新東名高速道路 上 掛川ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

30 新東名高速道路 上 遠州森町ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

31 新東名高速道路 上 浜松ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

32 新東名高速道路 下 岡崎ＳＡ 情報ターミナル・フードコート

33 名神高速道路 上 尾張一宮ＰＡ 情報ターミナル

34 名神高速道路 下 尾張一宮ＰＡ 情報ターミナル

35 名神高速道路 上 養老ＳＡ 情報ターミナル

36 名神高速道路 下 養老ＳＡ 情報ターミナル

37 名神高速道路 上 多賀ＳＡ 情報ターミナル

38 名神高速道路 上 大津ＳＡ 情報ターミナル

39 名神高速道路 上 草津ＰＡ 情報ターミナル

40 名神高速道路 上 桂川ＰＡ 情報ターミナル

41 中央自動車道 下 石川ＰＡ フードコート

42 中央自動車道 上 談合坂ＳＡ 情報ターミナル

43 中央自動車道 下 談合坂ＳＡ フードコート

44 中央自動車道 上 双葉ＳＡ 情報ターミナル

45 中央自動車道 下 双葉ＳＡ フードコート

46 中央自動車道 下 境川ＰＡ フードコート

47 中央自動車道 上 諏訪湖ＳＡ 情報ターミナル

48 中央自動車道 下 諏訪湖ＳＡ 情報ターミナル

49 中央自動車道 上 恵那峡ＳＡ 情報ターミナル

50 中央自動車道 下 恵那峡ＳＡ 情報ターミナル

51 長野自動車道 上 梓川ＳＡ 情報ターミナル

52 長野自動車道 下 梓川ＳＡ 情報ターミナル

53 首都圏中央連絡自動車道 内 厚木ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

54 小田原厚木道路 下 平塚ＰＡ 情報ターミナル

55 小田原厚木道路 上 大磯ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

56 小田原厚木道路 下 小田原ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

57 西湘バイパス 下 西湘ＰＡ 情報ターミナル・フードコート

58 東海北陸自動車道 下 長良川ＳＡ フードコート

59 東海北陸自動車道 上下 城端ＳＡ 情報ターミナル

60 東名阪自動車道 上 御在所ＳＡ 情報ターミナル 新規

61 東名阪自動車道 下 御在所ＳＡ 情報ターミナル

62 北陸自動車道 上 賤ヶ岳ＳＡ 情報ターミナル

63 北陸自動車道 下 賤ヶ岳ＳＡ 情報ターミナル

64 北陸自動車道 上 南条ＳＡ 情報ターミナル

65 北陸自動車道 下 南条ＳＡ 情報ターミナル

66 北陸自動車道 上 尼御前ＳＡ 情報ターミナル

67 北陸自動車道 下 尼御前ＳＡ 情報ターミナル

68 北陸自動車道 上 小矢部川ＳＡ 情報ターミナル

69 北陸自動車道 下 小矢部川ＳＡ 情報ターミナル

70 北陸自動車道 上 有磯海ＳＡ 情報ターミナル

71 北陸自動車道 下 有磯海ＳＡ 情報ターミナル

72 第二京阪道路 下 京田辺ＰＡ 情報ターミナル



2018年度　雪氷出陣式の開催予定 別表　３

開催日 時間

1 横浜（保） 11月21日 10：30～ 横浜町田IC

2 御殿場（保） 11月15日 10：30～ 御殿場IC

3 富士（保） - - -

4 静岡（保） - - -

5 浜松（保） 12月3日 11:00～ 浜松浜北IC

6 小田原（保） 11月27日 10：00～ 小田原東IC

7 八王子（保） 11月12日 10：30～ 八王子IC

8 大月（保） 11月9日 14：00～ 河口湖IC

9 甲府（保） 11月9日 10：30～ 甲府昭和IC

10 松本（保） 11月2日 14：00～ 松本IC

11 豊田（保） 11月30日 10：00～ 豊田東IC

12 名古屋（保） 11月29日 14：00～ 名古屋IC

13 飯田（保） 11月1日 13：30～ 飯田IC

14 多治見（保） 11月30日 14：00～ 土岐南多治見IC

15 羽島（保） 11月12日 10：00～ 岐阜羽島IC

16 彦根（保） 11月9日 10：00～ 彦根IC

17 岐阜（保） 11月29日 10：00～ 岐阜各務原IC

18 高山（保） 11月8日 10：30～ 飛騨清見IC

19 桑名（保） 12月7日 10：30～ みえ川越IC

20 津（保） 11月21日 10：00～ 久居IC

21 金沢（保） 11月6日 10：00～ 小松IC

22 富山（保） 11月6日 10：30～ 富山IC

23 福井（保） 11月6日 10：00～ 福井IC

24 敦賀（保） 11月13日 9：30～ 敦賀IC

金沢支社

保全･サービス
センター

出陣式日時
支社 開催場所№

東京支社

八王子支社

名古屋支社


