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副所長 近藤 雅弘 中部横断推進室長 長沼 泉

記 者 発 表 資 料

中部横断自動車道 「佐久小諸ＪＣＴ」から「佐久南ＩＣ」間

〈速報〉新たに開通した中部横断自動車道の交通量を

お知らせします

竹芝記者クラブ、 神奈川建設記者会、横浜海事記者クラブ、
長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会

発 表 記 者 ク ラ ブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所とＮＥＸＣＯ東日本 関東支社

佐久管理事務所が事業を進めてきた中部横断自動車道の佐久小諸ＪＣＴから

佐久南ＩＣまでの延長８.５kmが３月２６日（土）１５時に開通しました。

区間ごとの交通量（速報値）は以下のとおりです。

佐久小諸ＪＣＴ～佐久北ＩＣ 平均交通量：３,６６０台（ 7時～翌 7時交通量）

東日本高速道路(株) 関東支社 佐久管理事務所 電話 0267-68-8861（代表）

副所長 吉井 等志 佐久工事長 米沢 幸治
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こんどう まさひろ

よしい ひとし

平成２３年４月６日（水）

国土交通省関東地方整備局
長野国道事務所

東日本高速道路 株式会社
関東支社 佐久管理事務所

さ く こ も ろ ジャンクション さ く み な み インターチェンジちゅうぶ おうだん じどうしゃどう

ながぬま いずみ

よねざわ ゆきはる

佐久北ＩＣ～佐久中佐都ＩＣ 平均交通量：６,０６３台（ 7時～翌 7時交通量）

佐久中佐都ＩＣ～佐久南ＩＣ 平均交通量：７,９２７台（ 7時～翌 7時交通量）

＊なお、開通による周辺の一般道路の交通状況などについては調査中です。
平均交通量は、平成２３年３月２７日（日）７時から平成２３年４月３日

（日）７時の日交通量を平均しております。

計測期間：平成２３年３月２６日（土）から平成２３年４月２日（土）



●中部横断自動車道は、静岡県静岡市を起点に、山梨県甲斐市を経由して長野県小諸市に至る延長

約１３２ｋｍの高速自動車国道です。そのうち、佐久小諸ＪＣＴから佐久南ＩＣまでの延長８.５ｋｍの区間

が平成２３年３月２６日（土）に開通しました。

●開通区間の概要

路 線 名：中部横断自動車道

開通区間：佐久小諸ＪＣＴ～佐久南ＩＣ

延 長：８.５ｋｍ

開通ＪＣＴ ：佐久小諸ＪＣＴ
（接続道路：上信越自動車道）

開 通 Ｉ Ｃ ：佐久北ＩＣ
（接続道路：国道１４１号）

佐久中佐都ＩＣ
（接続道路：佐久市道１１の５号）

佐久南ＩＣ
（接続道路：国道１４２号）

中部横断自動車道の事業概要
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今回開通区間の交通量

佐久小諸ＪＣＴ～佐久北ＩＣ

平成２３年３月２６日（土） ２,５０４台（開通日：１５時～翌７時）

３月２７日（日） ４,８７４台（７時～翌７時）

３月２８日（月） ３,４４２台（７時～翌７時）

３月２９日（火） ３,３８３台（７時～翌７時）

３月３０日（水） ３,３４１台（７時～翌７時）

３月３１日（木） ３,１９８台（７時～翌７時）

４月 １日（金） ３,３５０台（７時～翌７時）

４月 ２日（土） ４,０３２台（７時～翌７時）

平均交通量 ３,６６０台

佐久北ＩＣ～佐久中佐都ＩＣ

平成２３年３月２６日（土） ５,５４５台（開通日：１５時～翌７時）

３月２７日（日） ８,９５４台（７時～翌７時）

３月２８日（月） ４,９４０台（７時～翌７時）

３月２９日（火） ５,９５６台（７時～翌７時）

３月３０日（水） ５,７１０台（７時～翌７時）

３月３１日（木） ５,２６９台（７時～翌７時）

４月 １日（金） ５,３５８台（７時～翌７時）

４月 ２日（土） ６,２５４台（７時～翌７時）

平均交通量 ６,０６３台

佐久中佐都ＩＣ～佐久南ＩＣ

平成２３年３月２６日（土） ６,３５６台（開通日：１５時～翌７時）

３月２７日（日） １２,１７４台（７時～翌７時）

３月２８日（月） ７,８６２台（７時～翌７時）

３月２９日（火） ７,４９４台（７時～翌７時）

３月３０日（水） ７,４２０台（７時～翌７時）

３月３１日（木） ６,６６３台（７時～翌７時）

４月 １日（金） ６,４３８台（７時～翌７時）

４月 ２日（土） ７,４４１台（７時～翌７時）

平均交通量 ７,９２７台

＊平均交通量は、平成２３年３月２７日（日）７時から平成２３年４月３日（日）７時の
日交通量を平均しております。
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交通量の推移

佐久中佐都ＩＣ～佐久南ＩＣ

佐久北ＩＣ～佐久中佐都ＩＣ

佐久小諸ＪＣＴ～佐久北ＩＣ
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合計

上り（至佐久小諸ＪＣＴ）

下り（至佐久南ＩＣ）
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