
平成３０年１２月５日 

お知らせ 

資料提供先 鳥取県政記者会   

   鳥取市政記者クラブ 

 

本格的な冬シーズンの到来を前に 

冬用タイヤ早期装着の啓発活動を実施します!!  

～安全で円滑な道路交通の確保のために～ 
 

 

冬季における安全で円滑な道路交通の確保のため、国道及び鳥取自動車道を通

行する車両の 『冬用タイヤ装着状況の調査』と、ドライバーへの『冬季啓発チ

ラシ』の配布について、下記のとおり鳥取県警察と協力して実施します。 

 

記 

＜実施場所・日時＞ 

① 国道２９号  通り谷パーキング(八頭町郡家)     １２月１０日(月) １０：００～ 

② 国道５３号  山根チェーン着脱場(智頭町山根)    １２月１０日(月) １４：００～ 

③ 鳥取自動車道 鳥取ＩＣチェーン着脱場(鳥取市服部)  １２月１１日(火) １０：００～ 

④ 国道５３号  円通寺パーキング(鳥取市円通寺)    １２月１１日(火) １４：００～ 

※ 実施場所の詳細につきましては、別添の位置図をご覧下さい。 

※ 各箇所ともに１時間程度行います。 

※ 冬用タイヤ装着状況の調査結果については、別途結果の公表を行う予定としています。 

※ 取材を希望される方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡下さい。 

 

 ＜実施協力＞  

鳥取県警察本部高速道路交通警察隊、鳥取警察署、郡家警察署、智頭警察署 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 

                総括保全対策官      熊中
くまなか

 龍彦
たつひこ

 

         【担  当】 道路管理第一課長   角本
かくもと

 弘道
ひろみち

 

ＴＥＬ ０８５７－２２－８４３５（代表） 

ＦＡＸ ０８５７－２９－１８１９ 

ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/ 

道路の異常を発見したら・・・ 道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０へ 



位　置　図（全体）

至下関市

至吹田市

至下関市

① 国道２９号

通り谷パーキング（八頭町郡家）

１２月１０日（月）１０：００～

② 国道５３号

山根チェーン着脱場（智頭町山根）

１２月１０日（月）１４：００～

④ 国道５３号

円通寺パーキング（鳥取市円通寺）

１２月１１日（火）１４：００～

③ 鳥取自動車道

鳥取ICチェーン着脱場（鳥取市服部）

１２月１１日（火）１０：００～



位　置　図 ①　国道２９号　通り谷パーキング　（八頭町郡家）
　　１２月１０日（月）１０：００～

位　置　図 ②　国道５３号　山根チェーン着脱場（智頭町山根）
　　１２月１０日（月）１４：００～

① 国道２９号

通り谷パーキング

（八頭町郡家）

１０４ｋ９３０付近（上り）

至鳥取市内

至 兵庫県境

至 岡山県境（志戸坂峠）

至鳥

② 国道５３号

山根チェーン着脱場

（智頭町山根）

１０１ｋ３４０付近（上り）

至 岡山県境（黒



位　置　図 ④　国道５３号　　円通寺パーキング（鳥取市円通寺）
　　１２月１１日（火）１４：００～

位　置　図 ③　鳥取自動車道　鳥取ＩＣチェーン着脱場（鳥取市服部）
　　１２月１１日（火）１０：００～

至 鳥取南インター

至 国道９号 南隈

至 姫路市

至 県庁

至 岡山市

④ 国道５３号

円通寺パーキング

（鳥取市円通寺）

１２７ｋ７００付近（下り）

至 鳥取南インター

至 国道９号 南隈

至 姫路市

至 県庁

至 岡山市

③ 鳥取自動車道

鳥取ＩＣチェーン着脱場

（鳥取市服部）



　＜参考＞　昨年度の冬季啓発チラシ配布及び
　　　　　　冬用タイヤ装着状況調査の様子

国道２９号 通り谷パーキング

鳥取自動車道 鳥取ＩＣチェーン脱着場



（参考）平成２９年度 冬用タイヤ装着状況調査結果 鳥取河川国道事務所 
＜調査場所・日時・天候＞ 

 １）鳥取自動車道 鳥取ＩＣチェーン着脱場 
    平成２９年１２月１３日（水）１０時００分～１１時００分 【みぞれ】 
 ２）国道５３号 円通寺パーキング 
    平成２９年１２月１３日（水）１４時００分～１５時００分 【雨】 
 ３）国道５３号 山根チェーン着脱場 
    平成２９年１２月１４日（木）１０時００分～１１時００分 【曇り】 
 ４）国道２９号 通り谷パーキング 
    平成２９年１２月１５日（金）１０時００分～１１時００分 【晴れ】 

＜調査方法＞ 
 ・チェーン着脱場及びパーキングへ車両を誘導し、チラシを配布して 
  冬用タイヤ早期装着の啓発を行うとともに、冬用タイヤ装着の確認。 

＜調査結果概要＞ 

＜調査状況＞ 

H29.12.14 山根チェーン着脱場 H29.12.15 通り谷パーキング 

【全体】 
 調査総数 
  冬用タイヤ装着車 
  冬用タイヤ未装着車 

 
３３６台 
３１８台 
１８台 

 
 
（９４．６％） 
（ ５．４％） 

【大型車】 
 調査総数 
  冬用タイヤ装着車 
  冬用タイヤ未装着車 
 

 
３２台 
２９台 
３台 

 

 
 
（９０．６％） 
（ ９．４％） 
 

【中型車】 
 調査総数 
  冬用タイヤ装着車 
  冬用タイヤ未装着車 
   

 
４４台 
４１台 
３台 

 

 
 
（９３．２％） 
（ ６．８％） 
 

 １２月１３日～１２月１５日 ４箇所での調査結果（合計値） 
 ・冬用タイヤ装着車は全体で９４．６％であった。 
 ・大型車の冬用タイヤ装着率が９０．６％で最も低い装着率であった。 
 ・小型車の冬用タイヤ装着率が９５．４％で最も高い装着率であった。  

【小型車】 
 調査総数 
  冬用タイヤ装着車 
  冬用タイヤ未装着車 
   

 
２６０台 
２４８台 
１２台 

 

 
 
（９５．４％） 
（ ４．６％） 
 

H29.12.13 鳥取ICチェーン着脱場 

H29.12.13 円通寺パーキング 

※中型車とは：車両総重量        最大積載量        乗車定員 
         5ﾄﾝ以上11ﾄﾝ未満    3ﾄﾝ以上6.5ﾄﾝ未満   11人以上29人以下 

【参考】過年度調査の冬用タイヤ装着率（１２月中旬） 

通行車両 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９（全体） Ｈ２９（県内） Ｈ２９（県外）

大型 89.4% 87.1% 63.6% 71.4% 90.6% 100.0% 57.1%

中型 82.5% 90.0% 71.4% 86.1% 93.2% 96.9% 83.3%

小型 91.3% 73.7% 56.3% 60.6% 95.4% 96.6% 82.6%

全体（大型・中型・小型） 90.6% 75.7% 57.6% 63.5% 94.6% 96.9% 78.6%



冬期道路状況配信中！
お出かけ前に確認して
安全運転を！

「パソコン」「スマートフォン」「携帯電話」から、

道路の状況が確認できます！

鳥取県内道路ライブカメラ

～QRコード～
携帯版（ガラケー推奨）
http://www.cgr.mlit.go.jp

/kurayoshi/road-camera/m/index.php

～QRコード～
PC版

（スマホ・タブレット推奨）
http://www.cgr.mlit.go.jp

/kurayoshi/road-camera/

検索

倉吉河川国道事務所が管理

鳥取河川国道事務所が管理

鳥取県内の道路の状況が、リアルタイムで、
カメラで確認ができます！

（ＰＣ版画面）

画面上の
カメラマークを

クリック
又はタッチ！

ライブ映像
（静止画像）



雪道の運転は
お出かけ前の情報収集と
早めの冬用タイヤ・チェーン装着を！

中国地方全域の
道路ライブカメラ

QRコード

雪等による道路規制情報
日本道路交通情報センター

QRコード

鳥取県内の公共交通機関
道路通行規制情報
鳥取県観光連盟HPより

QRコード※上記ＱＲコードは全て、スマホ・タブレット推奨。

発行：国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所

準備不足が

重大な事故、大渋滞に
つながる恐れがあります！

雪道を走る時は、下記の装備も忘れずに！

国土交通省

～雪道に関する問い合わせ先～

■国土交通省 中国地方整備局
・鳥取河川国道事務所 TEL 0857-29-1998 （鳥取管理センター）

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/
■鳥取県道路企画課路政担当 TEL 0857-26-7619

http://www.pref.tottori.lg.jp/road/
■日本道路交通情報センター TEL 050-3369-6631又は＃８０１１

http://www.jartic.or.jp/
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