お知らせ
平成２３年１２月６日
資料提供先：鳥取県政記者クラブ、鳥取市政記者クラブ、倉吉記者クラブ、米子市政記者クラブ

今冬の雪害対策の取り組み

『国土交通省・鳥取県警察・鳥取県が連携』

ドライバーの雪に対する備えの啓発活動を実施します。
～冬用タイヤ（タイヤチェーン）装着のお願い～
昨年末から本年初めの豪雪により、鳥取県内の国道９号において、スリップによる大型車両の立ち
往生を原因とした大渋滞が発生したことや、円滑な除雪作業の妨げとなったことから、国土交通省・
鳥取県警察・鳥取県が連携して、ドライバーの雪に対する備えの啓発活動を実施します。

【啓発活動①】：積雪又は凍結道路における自動車のすべり止め措置の徹底について(文書依頼)
■ 目的
昨冬、中国地方において交通障害の原因となるスリップにより走行不能となった車両の約７割が冬用タイ
ヤ・タイヤチェーン未装備であったことや、スタックの約８割が鳥取県外車であったことから、広範囲にわたり
すべり止め措置の徹底を依頼し、同種のトラブルを防止します。

■ 依頼先
◇近畿・中国・四国・九州トラック協会
◇近畿・中国・四国・九州高圧ガス保安協会
◇近畿・中国・四国・九州石油商業組合

【啓発活動②】：啓発チラシの配布について
■ 目的
帰省・レジャー・運送等で鳥取県を訪れるドライバーに対し、注意事項や安全運転に役立つ情報などを取
りまとめたチラシを配布し、すべり止めの携行と早めの装着を呼びかけます。

■ 配布先
◇すべり止め措置の徹底を依頼する各協会及び組合
◇中国地方及び九州地方、兵庫県内の道の駅
◇岡山県内、兵庫県内の高速道路のＳＡ・ＰＡ

別紙添付資料
（別紙１） すべり止め措置の徹底についての依頼文
（別紙２） 配布チラシ
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積雪又は凍結道路における自動車のすべり止め措置の徹底について（依頼）
寒冷の候、貴協会におかれましては益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
平素、道路交通、道路行政に格別のご理解をいただき深く感謝いたします。
さて、昨年末から本年初めの豪雪により、鳥取県内の国道９号において、スリップによ
る大型車両の立ち往生を原因の一つとした大渋滞が発生しました。その後、こうした雪害
の教訓を生かして、警察、道路管理者等の関係機関が連携して、情報共有を図り、迅速な
通行止め措置による集中除雪を行い早期の交通開放を目指す取り組みなどの雪害対策を実
施しています。
一方で、昨冬、中国地方において交通障害の原因となるスリップにより走行不能となっ
た車両の約７割が冬用タイヤ、タイヤチェーン未装備との調査結果（別紙参照）も出てお
ります。雪道走行には自動車の滑り止め装置の装着が最も重要であることをご理解いただ
き、ご協力をお願いします。
ついては、貴協会に加盟の事業所に対し、同種のトラブル防止のため、下記のことにつ
いて周知徹底していただきますようお願いします。
記
１
２

冬季において鳥取県内を走行する際には、気象状況及び道路状況をよく確認すること。
冬季において鳥取県内を走行する際には、タイヤチェーン、スノータイヤ等自動車の
すべり止めに効果のある措置を講じることができるよう、あらかじめ準備をすること。
３ 積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン、スノ
ータイヤ等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。（特に、タイヤチェー
ンの早期の着装をお願いします。）

（別紙）

【参考資料】
昨冬の中国地方（国管理道路）で発生した降雪時のスタック（スリップによる走行不能）
による交通支障の特徴は、次のとおりです。

◆交通支障は、特定の箇所に集中発生◆
凡例（スタック箇所）
：１回
：２～５回
：６回以上

①中国地整管内では鳥取県内に集中的に発生。
②中国山地の峠部、山陽側でも山口県で発生。

：渋滞・混雑発生
鳥取市伏野 R9
H22.12.31 22:25 下り0.7km
上り0.5km
２
４３
20

鳥取市白兎 R9
H23.1.15 下り3km
H23.1.26 上り2km 下り3km
H23.1.30 上り3km 下り1.5km

④安来市島田町 R9
H22.12.31～H23.1.2 10km
④安来市島田町

２
２

②東伯郡琴浦町～西伯郡大山町 R9
H22.12.31～H23.1.2 22km

３
３
２
鹿足郡津和野町 R9
H23.2.12 混雑

長門市西深川 R191
H23.2.12 上り1.3km

２

八頭郡智頭町 R53
H23.1.6 下り0.1km
上り0.2km

４

岩美郡岩美町 R9
H23.1.27 下り0.3km
上り0.3km
２

鳥取市用瀬町 R53
H23.1.17 上り1km

３
⑤宇部市船木

３

２

①鳥取市気高町 R9
H23.1.26 上り1km

２ ２

８
２

③八頭郡智頭町 R53
H23.1.17 下り0.6km上り0.8km

飯石郡飯南町 R54
H23.1.17 3.2km

飯石郡飯南町 R54
H22.12.9 6km

美作市今岡 姫鳥
H23.1.16 上り0.3km

４

⑤宇部市船木 R2
H23.2.12 下り7.8km 上り3km

③八頭郡智頭町

②東伯郡琴浦町

①鳥取市気高町

２

※スタック：スリップにより走行不能となり交通に支障
（CCTV等で道路管理が把握したもの）

◆スタック車両は貨物が９割、 ７割が冬用タイヤ未装着 ◆
①スタック車両のうち、貨物車が９０％（大型車：５５％、中型車：３５％）を占める。
②スタック車両の７１％が冬用タイヤ（スタッドレス・チェーン）を装着していない。
③スタック車両の７６％が県外車、中国ブロック外の車両は４１％。
②冬用タイヤ装着の区分

①車種の分類

③ナンバーの区分

小型車,
10台, 10%

2t車, 3台, 3%

トラック類, 25
台, 25%

中型車,
35台,
35%

スタッドレス
タイヤのみ,
11台, 23%

普通車, 7台,
7%
10ｔ車, 25台,
26%

Ｎ＝47

Ｎ＝99

トレーラー, 16
タンクロー 台, 16%

リー, 10台,
10%
4ｔ車
大型バス, 1
, 10台, 10%
台, 1%
カーキャリア,
1台, 1%
セミトレーラ, 1
台, 1%

大型車,
54台,
55%

未装着,
33台,
71%

チェーンの
み,
1台, 2%
スタッドレス
タイヤ・
チェーン両
方,
2台, 4%

貨物車
９０％

※大型：１０ｔ以上のトラック、バスなど
中型：２ｔ～１０ｔのトラック
小型：２ｔ以下のトラック、普通車

当該県内,
4台, 24%

九州地方,
5台, 29%

中国地方外
４１％
Ｎ＝17
四国地方,
1台, 6%
近畿地方,
1台, 6%

中国管内他
県,
6台, 35%

当該県外
７６％
※母数は、タイヤ装着状態の判明分

※母数は、ナンバープレート判明分

※ 今後も実態調査のため、道路管理者（国管理道路）に おいて、スタック車両の車種、
タイヤ・チェーンの装着状況等の調査を行います。

別紙−２
■積雪または凍結している道路では滑り止めに
効果のある措置を講じなくてはなりません。
（鳥取県道路交通法施行細則違反により罰せ
られる場合があります。）
■積雪又は凍結している道路をノーマルタイヤ
で走行すると大変危険です。事故や立ち往生
を起こして、長時間の通行止めの原因になっ
たり、除雪作業の妨げとなる恐れがあります。

道路情報や凍結情報を要チェック !!

道路情報

「凍結注意」などと表示さ
れたら、いつもより慎重な
運転を心がけましょう。
温度
表示板

気温が２度以下で「凍結注意」
の表示に切り替わります。この
合図が出たら、走行注意を!!

・スタック車両は貨物が９割！
・７割が冬用タイヤ未装着！

ライブカメラ
情報を提供
します！

鳥取県内主要道路の道路情報やライブカメラ映像
が確認できるサービスです。

http://wwwa.infosakyu.ne.jp/sekisetsu/
または「雪みちNavi」で検索
※携帯電話からもご利用いただけます。
上記URLの末尾に「i/」を追加してアクセスしてください。

鳥取県中西部の道路情報や観光情報を提供し、地域をホットにす
るサイト。主要地点の主な路面状況、積雪量などが確認できます。

http://hot-navi.jp/
携帯電話はこちらからアクセスできます。
（※運転中の携帯操作はご遠慮願います。）

ＱＲコード
でアクセス

鳥取道及び、鳥取県東部冬季（とうき）の峠（とうげ）
を越える国道の現況（げんきょう）をお伝えする情報
サイトです。

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/touge/
携帯電話はこちらからアクセスできます。
（※運転中の携帯操作はご遠慮願います。）

国土交通省 中国地方整備局
鳥取河川国道事務所 TEL 0857-22-8435 http:/www.cgr.mlit.go.jp/tottori/
倉吉河川国道事務所 TEL 0858-26-6221 http:/www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/
鳥取県 道路企画課
TEL 0857-26-7619 http:/www.pref.tottori.jp/dd.aspx?.menuid=3978
日本道路交通情報センター（鳥取情報）
TEL 050-3369-6631
http:/www.jartic.or.jp/

凡 例

チェーン
着脱場

チェーン
着脱場

チェーンの着脱は
チェーン着脱場で !!

道路上やトンネル内でのチェーンの着脱は
非常に危険です。道路沿いに整備された
「チェーン着脱場」「道の駅」「PA」等を活用
ください。

降雪時における交通支障箇所
チェーン着脱場
道の駅
パーキングエリア

鳥取道・国道９号・２９号・５３号の降雪時における交通支障箇所及びチェーン着脱場

