
令和 ５年 １月２８日
午後１７時３０分発表

配布：新潟県政記者クラブ
新県政記者クラブ
上越記者クラブ
その他、専門紙

扱い：配布後解禁

高田河川国道事務所

○１月２８日１９時００分より、大雪による集中除雪のため、通行止めを実施し
ます。具体的な区間は下記及び別紙のとおりです。

○不要不急の外出はお控えいただき、やむを得ず外出をされる場合は、最新の気
象情報、道路情報をご確認ください。

○集中除雪が終了後、降雪状況を踏まえて解除の見込みです。ご協力をお願いし
ます。

お問い合わせ先

記者発表資料

路線名 通行止め実施箇所 区間延長 開始時間

国道８号 じょうえつ かしわざき

上越市・柏崎市 境界
～
富山県境

（道の駅 市振の関）

約90km １月２８日
１９時００分

国道１８号 じょうえつ なかごう えぐち

上越市中郷区江口
（江口道路ステーション）

～
じょうえつ しもげんにゅう

上越市下源入

約24km

■ 副所⻑（道路）折橋 ⼀禎（おりはし かずよし）

国土交通省北陸地方整備局

高田河川国道事務所 TEL:025-523-3136（代）

〒943-0847 上越市南新町３番５６号 https://www.hrr.mlit.go.jp/takada/

⾼⽥かわこく
ホームページ

⾼⽥かわこく
Twitter

緊急

※詳細位置は別紙をご覧ください。

現地での除雪状況や降雪状況の最新情報につきましては、Twitterで発信していますので
ご確認ください。Twitter URL： https://twitter.com/mlit_gatamichi

【新潟県版】

道路情報はこちらからも
入手できます

国道８号・１８号で大雪による集中除雪のため

通行止めを実施します

：通行止め予定箇所
（Ｕターンのご協力をお願い致します。）



⾄ 新潟

⾄ ⻑野

⾄
富⼭

妙⾼⾼原IC

⾼⽥河川国道事務所管内 通⾏⽌め実施箇所
（１⽉28⽇（⼟）17時30分時点）

※上越・中越地域への流⼊交通は
Ｕターンをお願いします。

E18

中郷IC 江⼝道路
ステーション
※上越⽅⾯通⾏⽌め

E8

E8

柿崎IC

⼤潟SIC

名⽴⾕浜IC

能⽣IC

⽷⿂川IC

親不知IC

道の駅
市振の関
※新潟⽅⾯
通⾏⽌め

上越IC

上越⾼⽥
IC

新井SIC

︓通⾏⽌め区間
︓通⾏⽌め予定箇所

⾼⽥河川国道
事務所管内

⻑岡国道
事務所管内

上越市

⽷⿂川市 妙⾼市

柏崎市

※降雪状況や交通量により、通⾏⽌め箇所が
変更になることがあります。

富⼭県

上越市・柏崎市 境界



国⼟交通省 ⾼⽥河川国道事務所からのお願い

⼤雪時に⼤規模な⽴ち往⽣を未然に防⽌するため、通⾏⽌めによる集中除雪
を実施することがあります。通⾏⽌め時は、道路上で待機せず、Uターンに
ご協⼒をお願いいたします。

雪の少ない安全な地域での待機、または広域迂回をお願いします︕

⼤雪による国道の通⾏⽌め時は
Ｕターンにご協⼒を︕



通⾏⽌め時は、道路上で待機せずにＵターン︕

通⾏⽌めが解除されるまで道路上で待機してもいいの︖

⽴ち往⽣してしまった場合は、どのような処罰があるの︖

A 除雪作業の⽀障となるため道路上で待機しないでください。
道路上に⾞両があると除雪が進まず、通⾏⽌めがさらに⻑くな
ります。ご協⼒をお願いします。
※災害対策基本法に基づき、移動を命令または強制排除することがあり

ます。

Q1

新潟県では、積雪・凍結道路で滑り⽌めの措置をとらない運転
は法令違反となり、５万円以下の罰⾦の対象となります。
また、異常気象時等に⼤型⾞が⾞両滞留の原因者となった場合、
交通渋滞等を引き起こした事業者には監査を⾏う可能性があり、
講じた措置が不⼗分と判断されれば処分の対象になります。
⼤型⾞や⼭間部を⾛⾏する⽅は、⽴ち往⽣をしないために、
チェーンの携⾏・装着をお願いします。

Q2
A

高田河川国道事務所 ツイッター

道路情報の収集はこちらから︕
通⾏⽌めの実施は、上越ふゆみち情報アプリ・ツイッター等でお知らせしています。

〒943－0847 新潟県上越市南新町3-56
TEL 025－523－3136（代）

令和5年1⽉作成

上越ふゆみち情報アプリ

規制や通⾏⽌め等の情報をプッシュ
通知で配信するサービスです。
※QRコードからアプリをインストールして

ください。

高田河川国道事務所

道路状況、通⾏⽌め状況など、
リアルタイムの情報を配信し
ています。

「ふゆみち情報アプリ」はこんな使い⽅も︕



国土交通省 北陸地方整備局
長岡国道事務所
高田河川国道事務所

記 者 発 表 資 料

扱い：配布を以て解禁
令和５年１月２８日１４時３０分発表

国道８号・１７号・１８号・１１６号で大雪による

集中的な除雪作業を実施します

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所
副所長 谷口 雄一（たにぐち ゆういち）

電話 ０２５８－３６－４５５２ ＦＡＸ ０２５８－３６－４４６７
国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所
副所長 折橋 一禎（おりはし かずよし）

電話 ０２５－５２３－３１３６ ＦＡＸ ０２５－５２６－０４１１

重要

路線名 対象区間
区間
延長

国道

8号

新潟県見附市坂井町 ～ 富山県境

（坂井北交差点） （道の駅 市振の関）
約161km

国道

17号
新潟県魚沼市下島 ～ 新潟県長岡市川崎町

（堀之内除雪ステーション） （川崎IC）
約29km

国道

18号
新潟県上越市中郷区江口地先 ～ 新潟県上越市下源入

（江口道路ステーション） （下源入交差点）
約24km

国道

116号

新潟県柏崎市長崎地先 ～ 新潟県長岡市寺泊五分一

（長崎交差点） （五分一駐車場）
約30km

み つ け

１月２８日夕方以降、大雪による集中的な除雪作業を行いますので、除雪

の障害にならないよう、現地の誘導に従い、通行頂くようお願い致します。

なお、今後の降雪状況によっては、通行止めとなる可能性があります。

具体的な区間は下記のとおりです。

不要不急の外出を控えていただき、やむを得ず外出される場合は、最近の

気象情報、道路情報をご確認下さい。

現地での除雪状況や降雪状況の最新情報につきましては、Twitterで発信していますので
ご確認ください。Twitter URL： https://twitter.com/mlit_gatamichi

【新潟県版】

さ か い ま ち

うおぬま し も じ ま

ほ り の う ち

ながおか かわさきまち

ながさき てらどまり ごぶいち

しもげんにゅうな か ご うじょうえつ じょうえつ

ながおか

え ぐ ち

参考



◆⼤雪による通⾏⽌めの可能性がある箇所
（新潟県内抜粋）

富⼭県境
（道の駅市振の関）

上越市中郷区江⼝地先
（江⼝道路ステーション）

⿂沼市下島
（堀之内除雪ステーション）

⾒附市坂井
（坂井北交差点）

⻑岡市寺泊
（五分⼀駐⾞場）

当区間への流入交通は
Ｕターンをお願いします

１月２８日夕方以降
大雪による通行止めの
可能性がある区間

予防的通行規制区間


