
平成２３年１１月１０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 

 

新たな雪害対策として関係機関と連携した雪害訓練を実施します 
～豪雪時の円滑な除雪、交通障害の解消を目指して！～ 

 
 

  鳥取河川国道事務所では、今季の雪害対策の取り組みを強化するため、今年度より新たに関 

係機関と連携した雪害訓練を実施します。 

また、降雪時の交通障害の原因となるスタック（スリップによる走行不能）車両の約７割が  

冬用タイヤ・タイヤチェーン未装着であることを踏まえ、ドライバーに対する冬用タイヤ装着 

指導の訓練及び啓発活動を雪害訓練の一環で実施します。 

 １）雪害訓練 

  ○日  時：平成２３年１１月１８日（金）１３：１５～１６：１５  

○場  所：鳥取河川国道事務所２Ｆ 災害対策室 

○概  要：豪雪により複数路線（国道９号、２９号、５３号、鳥取自動車道）でスタック  

等を原因とする交通障害が発生することを想定。関係機関と調整し、早期通行止  

め措置を行い集中除雪を実施し、早期の交通開放を目指す。（詳細は別紙１，２参照）

なお、関係機関との情報伝達訓練にあたっては、事前に協議、実地確認して作  

成した「通行止めシミュレーション」（別紙３）を活用し、各機関の役割分担を確  

認します。 

○参加機関：鳥取河川国道事務所、倉吉河川国道事務所、岡山国道事務所、 

姫路河川国道事務所 

鳥取県警、岡山県警、兵庫県警、鳥取県、岡山県、兵庫県 

鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、美作市、西粟倉村、佐用町 

        NEXCO 西日本、災害協定協力業者、道の駅 

 

 ２）冬用タイヤ装着指導の訓練及び啓発活動（チラシ配布） 

○日  時：平成２３年１１月１８日（金） ９：３０～１０：３０  

○場  所：鳥取自動車道 鳥取ＩＣチェーン着脱場 （位置図は別紙４参照） 

○概  要：ドライバーに配布予定のチラシは別紙５のとおり 

○参加機関：鳥取河川国道事務所、鳥取県警高速隊 

 

 

 ※マスコミの皆様を対象に訓練開始前に訓練概要について説明を行います。 

参加される場合は、事務所１Ｆ会議室に１３時までにお越しください。 

 

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 ０８５７－２２－８４３５（代表） 

      副所長（道路）   角田
か く だ

 真一
しんいち

 

 【担当】 道路管理第一課長  小池
こ い け

 健三
た け み

 

鳥取河川国道事務所ホームページアドレス 

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/ 
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県出先事務所

沿線市町村

警察署

災害協定業者

複数路線の交通支障による
雪害訓練

（訓練内容）
・非常時体制強化
・国道沿線からの情報収集

（コンビニ、道の駅から収集）
・通行止め措置の実施
・冬用タイヤ・チェーン規制
・集中除雪の実施
・情報発信

（記者発表、コンビニ等への情報
提供など）

・緊急待避所、配布物資の確保

情報伝達、連絡調整、
体制支援

国道9号・29号・53号・鳥取自動車
道の通行確保のための連携強化

情報共有→ホットライン・迂回路の確保（迂回路の除雪の実施）
・県道からの流入規制の実施
・現道の除雪状況（鳥取自動車道未供用区間）

・国道の交通支障等に関する情報提供
・市町村道からの流入規制の実施
・防災無線等による広報
・緊急待避所、配布物資の協力要請

・通行止め措置の実施 ・チェーン装着指導協力
・除雪車先導要請

関係機関

県警

近隣事務所

コンビニ・GS
道の駅

（連絡事項）
・交通支障の状況
・通行止め措置状況

情報共有→ホットライン

情報共有→ホットライン

情報共有・伝達

・情報収集
・情報提供

・除雪応援等

・通行止め要請等

隣接道路管理者

鳥取河川国道事務所
雪害対策本部

Ｈ２３．１１．１８ 鳥取河川国道事務所の雪害訓練の概要

◎訓練体制
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別紙１



Ｈ２３．１１．１８ 鳥取河川国道事務所の雪害訓練の概要

１．国道９号
① 気高町日光坂でスタック車両による交通途絶
② 迂回路の確保（鳥取県）
③ 国道９号（下阪本～浜村）通行止め開始
④ スタック車両の牽引移動
⑤ 集中除雪実施
⑥ 通行止め解除

２．国道２９号
① 若桜町落折で雪崩発生により交通途絶
② 姫路河川国道事務所へ通行止め要請
③ 国道２９号（小舟～兵庫県戸倉）通行止め
④ 若桜町へ待避所と配布物資の準備依頼
⑤ 若桜町へリエゾン派遣
⑥ 災害協定業者へ除雪機械の現地派遣要請
⑦ 通行止め解除

３．鳥取自動車道【国道３７３号】
① 鳥取自動車道冬用タイヤ装着指導実施

（鳥取ＩＣチェーン着脱場）
② 岡山県管理国道３７３号西粟倉村で大型車スリップ事故により

交通途絶
③ 鳥取自動車道（智頭IC～西粟倉IC）通行止め

④ 国道３７３号（智頭～駒帰）上り通行止め（県区間）
⑤ 通行止め区間集中除雪実施
⑥ 通行止め解除

４．国道５３号
① 智頭町奥本でスタック車両による交通途絶
② 岡山国道事務所へ通行止め要請
③ 国道５３号（野原～岡山県奈義）通行止め
④ 智頭町へ待避所と配布物資の準備要請
⑤ 警察へ除雪車移動の先導要請
⑥ 集中除雪実施
⑦ 通行止め解除

１．国道９号
鳥取市気高町地内

２．国道29号

若桜町落折地内

４．国道53号

智頭町奥本地内
３．国道373号

岡山県西粟倉村地内

冬用タイヤ装着指導
鳥取ＩＣチェーン着脱場

◎想定事象(案)
通行止め区間
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交通途絶箇所

事象箇所図

別紙２



Ｈ２３．１１．１８ 鳥取河川国道事務所の雪害訓練の概要 別紙３

◎通行止めシミュレーション
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑥

⑧

⑨ 機材の事前配備 　道の駅白うさぎ、日光坂

情報提供 　道路情報板、道の駅白うさぎ

情報収集
及び

情報提供

　道の駅白うさぎ
　コンビニ、ガソリンスタンド
　スーパー

情報収集 　道の駅白うさぎ、鳥取市気高町総合支所

除雪協力
　県道　主要地方道２１号：鳥取鹿野倉吉線
　　　　　主要地方道３２号：郡家鹿野気高線　など

通行止め
　ケース①　空港入口交差点～浜村警察署入口交差点
　ケース②　下阪本交差点～浜村警察署入口交差点
　ケース③　空港入口交差点～下阪本交差点

迂回路
　県道　21号　主要地方道：鳥取鹿野倉吉線
　　　　　32号　主要地方道：郡家鹿野気高線　など

迂回場所 　道の駅 白うさぎ、小沢見パーキング、奥沢見パーキング

待避場所
　末恒小学校、白兎保育園、末恒地区公民館、末恒体育館、
　道の駅しろうさぎ、気高中学校、中央公民館、
　農業者トレーニングセンター、鳥取市気高町総合支所

必要な情報 箇　　所　　（案）

支障頻発箇所 　道の駅 白うさぎ周辺、日光坂

■

★

●

（凡例）

（通行止めシミュレーションMap）

①交通障害が予想される箇所について「通行止めシミュレーション」を予め作成
②「通行止めシミュレーション」には、通行規制区間（迂回路、Ｕターン箇所等を考慮）、規制のタイミング、ドライバーへの情報提供
ポイントを記載
③国、県、市町村、県警で「通行止めシミュレーション」を共有し、迅速な通行止め、迂回路の優先除雪等連携して実施



Ｈ２３．１１．１８ 鳥取河川国道事務所の雪害訓練の概要

取材の方は、チェーン着脱場へ進入し、奥の
スペースに駐車してください。
取材終了後は、左折して鳥取南ＩＣ経由でお
帰り下さい。

◎冬用タイヤ装着指導訓練及び啓発活動
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別紙４
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位置図
ドライバーへのチラシ配布

冬用タイヤ装着指導イメージ



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。）

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。）

ＱＲコード
でアクセス

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/

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。

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!!

「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

道路情報

道路情報や凍結情報を要チェック !!

■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。

・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

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。

チェーン
着脱場

チェーンの着脱は
チェーン着脱場で !!

チェーン
着脱場

チェーン着脱場

降雪時における交通支障箇所

凡 例

道の駅

パーキングエリア




