
通行止め等に関するお知らせ

公表日時 件名 担当事務所

平成26年2月22日　08:30
国道１７号通行止め解除　関越自動車道（関越自動車道（月夜野
IC・水上IC⇔湯沢IC相互間利用）の通行料金の無料通行措置は
９時で終了します。

高崎河川国道事務所

平成26年2月22日　08:30 国道１７号の通行止め解除について（第四報） 高崎河川国道事務所

平成26年2月19日　23:30
除雪作業に伴う国道２０号全面通行止め「上野原市（神奈川県
境）～大月市（大月橋東詰交差点）」間の解除について【第８報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月19日　23:30
国道１７号三国峠で発生した雪崩による通行止めに伴う迂回のお
願いについて（関越自動車道（月夜野IC・水上IC⇔湯沢IC相互間
利用）の通行料金の無料通行措置）

高崎河川国道事務所

平成26年2月19日　04:00
除雪作業に伴う国道２０号全面通行止めの一部解除について「大
月市（大月橋東詰交差点）～甲州市（柏尾交差点）」間の通行止
めを解除します【第７報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月18日　23:15
積雪による国道２０号「大垂水峠」において通行止めを解除しまし
た。【第３報】

相武国道事務所

平成26年2月18日　20:50 国道１７号の通行止めについて（第三報） 高崎河川国道事務所

平成26年2月18日　15:30 
中部横断自動車道の佐久北ＩＣ～佐久南ＩＣ間全線（上下線）通行
止め解除のお知らせ

長野国道事務所

平成26年2月18日　15:30
一般国道２０号茅野市宮川地区（上下線）通行止め一部解除の
お知らせ（第２報）

長野国道事務所

平成26年2月18日　06:00
一般国道２０号茅野市金沢地区（上下線）通行止め解除のお知ら
せ（第２報）

長野国道事務所

平成26年2月18日　04:30 国道１８号の通行止め解除について【第五報】 高崎河川国道事務所

平成26年2月18日　04:30
一般国道１８号小諸市平原交差点以東（上下線）通行止め解除
のお知らせ（第２報）

長野国道事務所

平成26年2月18日　01:30
積雪に伴う国道５２号全面通行止め「南部町万沢（静岡県境）か
ら富士川町鰍沢（富士橋西交差点）」の解除について【第６報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月17日　13:00
積雪により国道２０号（大垂水峠）において全面通行止め中【第２
報】

相武国道事務所

平成26年2月17日　06:00
除雪のため新たに国道５２号「南巨摩郡身延町下山から富士川
町鰍沢(富士橋西交差点)」間を全面通行止めとしました。【第５
報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月16日　21:00
除雪のため新たに「国道20号「上野原市（神奈川県境）から大月
市（駒場交差点）」間も全面通行止めとします。【第4報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月16日　14:00 国道18号の通行規制について【第四報】 高崎河川国道事務所

平成26年2月16日　11:40
一般国道１８号小諸市平原交差点以東（上下線）通行止めのお
知らせ(第１報)

長野国道事務所

平成26年2月16日　05:00
国道50号の状況をお知らせします。小山市　道の駅「思川」付近、
水戸方面は通行可能となりました。

宇都宮国道事務所
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公表日時 件名 担当事務所

平成26年2月16日　00:30 国道１８号の通行止めについて【第三報】 高崎河川国道事務所

平成26年2月15日　23:00
国道50号の状況をお知らせします。栃木県小山市道の駅「思川」
付近において水戸方面が路面凍結のため警察が迂回誘導をして
います。

宇都宮国道事務所

平成26年2月15日　20:00
積雪により通行不能となっていた国道１６号「河原町交差点～扇
町屋交差点」の通行止めを解除し、４車線のうち２車線を開通しま
した。【第２報】

大宮国道事務所

平成26年2月15日　19:00 路上等で立ち往生した車両に取り残されている方々へ 甲府河川国道事務所

平成26年2月15日　17:00 路上等で立ち往生した車両に取り残されている方々へ 甲府河川国道事務所

平成26年2月15日　13:00
一般国道２０号茅野市金沢地区（上下線）通行止めのお知らせ
(第１報)

長野国道事務所

平成26年2月15日　09:00 国道１７号の通行止めについて（第二報） 高崎河川国道事務所

平成26年2月15日　08:30 路上等で立ち往生した車両に取り残されている方々へ 甲府河川国道事務所

平成26年2月15日　05:50
国道５２号の除雪のため「南部町万沢（静岡県境）から南巨摩郡
身延町下山」間を全面通行止めします。【第２報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月15日　05:50 国道２０号雪崩の危険性の回避措置について【第３報】 甲府河川国道事務所

平成26年2月15日　05:30
積雪により通行不能となっていた国道１６号「川越市旭町付近」が
通行可能となりました。【第２報】

大宮国道事務所

平成26年2月15日　04:00
降雪による、国道２９８号〔松戸市内〕での通行止めを解除しま
す。【第５報　最終】

首都国道事務所

平成26年2月15日　03:30 除雪作業のため国道１７号において通行止めを実施します。 高崎河川国道事務所

平成26年2月15日　03:15
降雪により、国道２９８号高谷ＪＣＴ〔千葉～市川方面ランプ〕での
通行止めを解除します。【第４報】

首都国道事務所

平成26年2月15日　03:00
積雪により国道１６号「川越市旭町付近」において通行不能となっ
ています。【第１報】

大宮国道事務所

平成26年2月15日　02:00
降雪により、国道２９８号高谷ＪＣＴでは、〔千葉～市川方面ラン
プ〕において通行規制を実施します。【第３報】

首都国道事務所

平成26年2月15日　01:20
降雪により、国道２９８号〔松戸市内〕において通行規制を実施し
ます。【第2報】

首都国道事務所

平成26年2月15日　01:20 国道１８号の通行止めについて【第二報】 高崎河川国道事務所

平成26年2月15日　01:00
降雪により、国道２９８号〔松戸市内〕において通行規制を実施し
ます。【第１報】

首都国道事務所
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公表日時 件名 担当事務所

平成26年2月15日　01:00
一般国道２０号茅野市宮川地区（上下線）通行止めのお知らせ
(第１報)

長野国道事務所

平成26年2月15日　00:30
降雪によるスタック車両多発のため国道１８号において通行止め
を実施します。

高崎河川国道事務所

平成26年2月14日　23:00
国道２０号の除雪のため「大月市駒橋交差点から甲州市勝沼町
柏尾交差点」間を全面通行止めします。【第１報】

甲府河川国道事務所

平成26年2月14日　23:00
積雪により国道２０号（大垂水峠）において全面通行止めを実施
します【第１報】

相武国道事務所

平成26年2月14日　22:30
積雪により国道１６号「河原町交差点～扇町屋交差点」において
通行止めを実施しています。【第１報】

大宮国道事務所

平成26年2月14日　18：30
中部横断自動車道の佐久北ＩＣ～佐久南ＩＣ間全線（上下線）通行
止めのお知らせ

長野国道事務所
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