
近畿地方整備局 福井河川国道事務所
北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 配付日時 平成３０年１０月２５日

１６時００分
資 料 配 布

（ ）福井県 同時発表
（中日本高速(株)金沢支社福井保全・サービスセンター 同時発表）

冬期の道路交通確保に向けた「雪害対応合同訓練」件 名
を実施します

○本年２月の記録的な豪雪を受けて、道路管理者、警察、気象台、沿

線自治体による「国道８号冬期道路交通確保対策会議」を設置し、

８月６日に「中間とりまとめ」を公表しました。
〇この度、冬期の安全な道路交通を確保するため、福井・石川県境に

関わる各機関が参加し「雪害対応合同訓練」を初めて実施します。

１．日 時：平成３０年１０月３１日（水）

概 要 ＜情報伝達合同訓練＞
福井河川国道事務所、金沢河川国道事務所、

北陸地方整備局 10:00～

＜現地合同訓練＞
【福井県側】熊坂除雪基地 14:00～
【石川県側】加賀特殊車両指導取締基地 13:30～

２．場 所：

(1)福井河川国道事務所（福井県冬期道路情報連絡室）

金沢河川国道事務所（情報連絡本部）

(2)国道８号熊坂除雪基地（福井県あわら市熊坂地先）他
くまさか くまさか

加賀特殊車両指導取締基地（石川県加賀市熊坂町地先）
か が くまさかまち

３．参加団体：別紙のとおり

取 扱 い

配 布 場 所 福井県政記者クラブ、石川県政記者クラブ

（訓練全般に関すること・福井県内の国道８号に関すること）
国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

TEL 0776-35-2661（代） 副 所 長 平井 義博
ひら い よしひろ

FAX 0776-35-6979 保全対策官 川東 義孝
かわひがし よしたか

（訓練全般に関すること・石川県内の国道８号に関すること）
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
TEL 076-264-8800（代） 副 所 長 安達 志郎

あ だ ち し ろう

問 合 せ 先 FAX 076-233-9632 道路管理第一課長 丸山 淳
まるやま あつし

（高速道路に関すること）
中日本高速道路株式会社 金沢支社 福井保全・サービスセンター

TEL 0776-41-3420（代） 副 所 長 大橋 由紀雄
おおはし ゆ き お

保全計画担当課長 阿部 祐二
あ べ ゆう じ

（福井県内の県管理道路に関すること）
福井県 土木部 道路保全課
TEL 0776-20-0476（直通） 課長補佐 石原 政和

いしはら まさかず

道路維持修繕グループ 三田村 敏彦
み た むら としひこ



別紙

冬期の道路交通確保に向けた「雪害対応合同訓練」の実施（概要）

○本年２月の記録的な豪雪を受けて、道路管理者、警察、気象台、沿線自治１．概 要
体による 国道８号冬期道路交通確保対策会議 を設置し ８月６日に 中「 」 、 「
間とりまとめ」を公表しました。

〇このたび、冬期の安全な道路交通を確保するため、福井・石川県境に関わ
る各機関が参加し「雪害対応合同訓練」を初めて実施します。

〇訓練を通じて、タイムライン（段階的行動計画）の整合性や、相互の連携
等の確認を行います。テレビ会議システムを用い、福井河川国道事務所と
金沢河川国道事務所及び福井県等との情報伝達訓練も初めて実施します。

平成３０年１０月３１日（水）２．日時・場所
(1)＜情報伝達合同訓練＞
○福井河川国道事務所（福井市花堂南2-14-7)

2階 福井県冬期道路情報連絡室 10:00～12:00
○金沢河川国道事務所（金沢市西念4-23-5）

4階 情報連絡本部 10:00～12:00
○北陸地方整備局（新潟市中央区美咲町1-1-1）

4階 10:00～12:00
(2)＜現地合同訓練＞
○国道８号熊坂除雪基地（福井県あわら市熊坂地先）他

※別添資料①参照14:00～15:30
○加賀特殊車両指導取締基地（石川県加賀市熊坂町地先）

※別添資料②参照13:30～15:30

近畿地方整備局、福井河川国道事務所３．参加・協力団体
北陸地方整備局、金沢河川国道事務所
福井県、石川県
中日本高速道路(株)金沢支社
（福井保全・サービスセンター、金沢保全・サービスセンター）
福井県警察本部、石川県警察本部
自衛隊福井地方協力本部
福井地方気象台、金沢地方気象台
石川運輸支局
金沢市、加賀市、福井市、あわら市、坂井市
（一社）福井県トラック協会、(一社）日本自動車連盟石川支部

（1）情報伝達合同訓練４．訓練内容
（2）現地合同訓練
①除雪トラックによる除雪訓練（福井県）
②除雪強化訓練（福井河川国道事務所・金沢河川国道事務所合同）
③チェーンチェック訓練（福井河川国道事務所・金沢河川国道事務所）
④一時通行止め、立ち往生車両救出、集中除雪訓練（福井河川国道事務所）
⑤県道の除雪支援（中日本高速道路）
⑥車両移動訓練（金沢河川国道事務所）

・取材については、事前に申し込みをお願いします。５．取材について
・取材箇所については各訓練箇所のほか北陸地方整備局（新潟市内）
でも可能です。

・現地合同訓練においては、除雪機械等の徐行運転や道路の一時的な６．その他
通行止め等を行いますので、通行には十分ご注意下さい。
天候等により訓練を中止することがあります。・
中止の場合は、訓練当日午前８時までに判断し、福井河川国道事務所及・
び金沢河川国道事務所のホームページにてお知らせします。



現地合同訓練の概要 

あ
わ
ら
市
熊
坂 

北陸自動車道通行止め区間（加賀IC～金津ＩＣ） 

訓練想定 
●大雪警報が発令され、その後、NEXCO中日本福井保全サービスセンターから 
 「北陸自動車道（加賀IC～金津IC）の事故通行止めを行う」との情報が福井県冬 
 期道路情報連絡室に入った。 
●北陸自動車道（加賀IC～金津IC間）の通行止めにより大型車が国道8号に流れ 
 込むことが想定されることから、大型車のチェーンチェックを行い、立ち往生の 
 発生を抑制する。 
●その後、チェーン未装着の大型車の立ち往生が発生し、5cm/h以上の降雪が 
 連続する予測があることから、さらなる立ち往生を防ぐため、国道８号を一時的 
 に通行止めして、発生した立ち往生車両のけん引を行うとともに、集中除雪を行 
 う。 
●県から金津インター線の除雪応援要請が情報連絡室に入り、NEXCOが除雪支 
 援を行う。   

加賀IC 

③ チェーンチェック訓練（南進） 
 14：30～（熊坂除雪基地） 

③チェーンチェック訓練（北進） 
14：30～（笹岡チェーン着脱場） 

E8 丸岡IC 

至金沢 

至福井 

日 時 平成３０年 １０月 ３１日（水） １４時 ００分～１５時 ３０分 
 
場 所  国道８号熊坂除雪基地 
 
主 催  国土交通省近畿地方整備局 福井河川国道事務所 
  
参加者 （１）福井県道路保全課、危機対策・防災課、三国土木事務所 
（予定） （２）中日本高速道路（株）金沢支社福井保全サービスセンター 
      （３）福井県警察本部交通規制課、あわら警察署 
      （４）自衛隊福井地方協力本部 
      （５）福井地方気象台 
      （６）（一社）福井県トラック協会 
      （７）金沢河川国道事務所 

あ
わ
ら
市
笹
岡 

Ｌ＝３．２ｋｍ 

× 

④ 一時通行止め、立ち往生車両救出、集中除雪訓練 
 14：50～（あわら市熊坂（北進）） 

金津IC 

②除雪強化訓練（笹岡方面） 
〔除雪トラック2台（福井）〕 
 14：25～ 

（加賀特殊車両 
 取締基地） 

②除雪強化訓練（加賀方面） 
〔除雪グレーダー１台（福井）・ 
       除雪トラック１台（金沢）〕 
 14：20～ 

⑤NEXCOによる県道の除雪の支援 
 15:15～（県道金津インター線） 

①【県】除雪トラック1台による 
除雪訓練 14：00～  

 国道８号 
集中除雪区間 

取材箇所 
（熊坂除雪基地） 

報道関係者 

駐車場 



別添資料②

日 時 平成30年10月31日(水) 13:30～15:30

場 所 加賀特殊車両指導取締基地
（加賀市熊坂町地先）

主 催 国土交通省北陸地方整備局
金沢河川国道事務所

現地訓練参加者（予定）
(1) 石川県
(2) 石川県警察本部・大聖寺警察署
(3) 加賀市
(4) (一社)日本自動車連盟石川支部
(5) 福井河川国道事務所

〈訓練想定〉
●大雪警報が発表され、その後、NEXCO中日本金沢保全・サービスセンターから「北陸自動車道（加賀IC
～金津IC)の通行止めを行うとの情報が入った。
●北陸自動車道（加賀IC～金津IC)の通行止めにより大型車が国道８号に流れ込むことが想定される事
から、大型車のチェーンチェックを行い、立ち往生車両の発生を抑制する。
●その後、チェーン未装着車の大型車による立ち往生が発生し、５cm/hの降雪が連続する予測があるこ
とから、さらなる立ち往生車両の発生を防ぐため、国道8号を一時的に通行止めにして、発生した立ち往
生車両の牽引を行うとともに、集中除雪をおこなう。

至金沢

②チェーンチェック訓練
③車両移動訓練

（加賀特殊車両指導取締基地）

現地合同訓練の概要（石川県側）

熊坂除雪基地

〈現地訓練実施内容〉

①除雪訓練・・・除雪トラック1台（金沢）と除雪グ
レーダー1台（福井）により梯団除雪（加賀特殊車
両指導取締基地～熊坂除雪基地）を行う。

13:30 ～15:30

②チェーンチェック訓練・・・加賀特殊車両指導取締
基地に車両を引き込みチェーンチェックを行う

13:30～14:30

③スタック車両救出訓練・・・加賀特殊車両指導取
締基地内でスタック車両の牽引訓練を行う。

14:30～15:30

至福井

①除雪訓練
（加賀特殊車両指導取締基地

～熊坂除雪基地）

加賀特殊車両指導取締基地
（報道関係者駐車場）

E8取材箇所

北陸自動車道通行止め区間

（加賀IC～金津IC）

加賀IC

金津IC



■報道関係のみなさまへ

雪害対応合同訓練の取材を希望される場合は、10月29日（月）16:00まで
に「取材申込書」（別紙１）に必要事項を記入の上、福井河川国道事務所（道路管理課）
又は金沢河川国道事務所（道路管理第一課）宛てにFAXにて申し込みのうえ、訓練時集
合場所にお越しいただきますようお願いいたします。

・訓練時集合場所等

〈情報伝達訓練〉福井河川国道事務所(福井市花堂南2-14-7) 2階 10:00～
金沢河川国道事務所(金沢市西念4-23-5) 4階 10:00～
北陸地方整備局(新潟市中央区美咲町1-1-1) 4階 10:00～

〈現地合同訓練〉熊坂除雪基地（福井県あわら市熊坂地先） 14:00～
加賀特殊車両指導取締基地（石川県加賀市熊坂町地先）13:30～

・現地合同訓練の駐車場について

①福井県側の現地合同訓練の取材を希望される方は、熊坂除雪基地には駐車場はござ

いざいませんので、13:50（厳守）までに、福井県あわら市笹岡の国道8号沿いの駐
車場にお越し下さい。（熊坂除雪基地へは当方の車で送迎します。また撮影機材は事
前に熊坂除雪基地においていただいてもかまいません。）

②石川県側の現地合同訓練の取材を希望される方は、加賀特殊車両指導取締基地内
に駐車スペースを用意してあります。

③来場されるお車には必ず「取材票」をお付けください。
「別紙１」で取材申込みがされた方に「取材票」をお渡しさせていただきます。
「取材票」が無い場合、入場をお断りすることがございます。

・現地での撮影・取材につきましては係員の指示に従ってください。



別紙１

「雪害対応訓練」取材 FAX申込書

福井河川国道事務所 道路管理課
金沢河川国道事務所 道路管理第一課 雪害対応訓練担当 宛

FAX(福井）：０７７６－３６－０９７１
FAX(石川）：０７６－２３３－９６３２

貴 社 名

取 材 先 福井県側 石川県側 北陸地方整備局

情報伝達訓練

（10:00～） （10:00～） （10:00～）

取材希望箇所

（○をつけて下さい） 現地合同訓練

（14:00～） （13:30～）

情報伝達訓練

参加人数

現地合同訓練

氏 名

ご担当者氏名

所属部署名等

住 所 〒

ご連絡先 電話番号 （ ）

FAX番号 ( )

E-mail

車両台数

車両ナンバー

※現地合同訓練については、フロントガラスから見える位置に取材票を置いてご来場下
さい。

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 道路管理課
TEL 0776-35-2661（代表）

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 道路管理第一課
TEL 076-264-8800（代表）

※送付状は不要ですので、本紙のみをそのまま送付してください。



駐車場位置図

【福井県側現地合同訓練】 至加賀市

至福井市

熊坂除雪基地

駐車場



駐車場位置図

【石川県側現地合同訓練】

至金沢市

至福井市

駐車場
（加賀特殊車両取締基地）


