
メンテナンス等による片側通行止のお知らせ

区間：鳥取南ＩＣ～鳥取ＩＣ 【昼間】
期間：10月31日（月）～11月18日（金）

鳥取方面通行止
※期間中の土日祝日を除く

補修・点検（構造物・清掃・安全施設）並びに付加車線設置工事を行います。

区間：河原ＩＣ～鳥取西ＩＣ 【昼間】
期間：11月28日（月）～12月 2日（金）

姫路方面通行止
期間：11月21日（月）～11月25日（金）

鳥取方面通行止
※期間中の土日祝日を除く

○問い合わせ先
国土交通省 鳥取自動車道出張所 ＴＥＬ ０８５７－２８－７５５４
詳細な規制情報は、『鳥取河川国道事務所HP』へ ➣ ➣ ➣
URL ： http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

●駒帰交差点から智頭IC間の鳥取方面の規制は、 10月24日（月）～10月28日（金）の内、１日のみ
終日(24時間)の規制を行います。
この他の規制時間帯は、土日祝日を除く9時～17時【昼間】又は23時～翌7時【夜間】です。

●天候等の状況により片側通行止期間を変更する場合があります。
●現地の案内に従って安全に心がけて走行をお願い致します。
●予備日の情報については、下記までお問い合わせください。

佐用IC

鳥取IC

河原IC

用瀬IC

智頭IC

大原IC

佐用TB

鳥取南IC

佐用平福IC

西粟倉IC

坂根交差点

鳥取西IC

智頭南IC

駒帰交差点

区間：志戸坂トンネル 片側交互通行 【昼間】
期間: 9月26日（月）～ 9月30日（金）

10月31日（月）～12月 2日（金）
※期間中の土日祝日を除く

鳥取自動車道・鳥取西道路

工事期間／平成28年１０月３日（月）～１２月２２日（木）
予備日を含む（予備日は、天候等により工事が延期・追加になった場合に規制を行います。）

《規制時間帯》【昼間】９時～１７時 【夜間】23時～翌7時 ※一部区間で【終日】２４時間

工事規制カレンダーは裏面へ☞

用語説明
佐用TB
TBとはトールバリア＝料金所

佐用料金所のことです。

区間：智頭ＩＣ～河原ＩＣ 【昼間】
期間：10月24日（月）～11月 11日（金）

姫路方面通行止
期間：10月17日（月）～10月21日（金）

鳥取方面通行止
※期間中の土日祝日を除く区間：駒帰交差点～智頭ＩＣ 【昼間】

※鳥取方面（内、1日のみ【終日】）
期間：10月17日（月）～10月21日（金）

姫路方面通行止
期間：10月24日（月）～10月28日（金）

鳥取方面通行止

区間：大原IC～坂根交差点 【昼間】
期間：10月 3日（月）～10月14日（金）

鳥取方面通行止
※期間中の土日祝日を除く

区間：佐用TB～大原IC
期間：10月17日（月）～10月20日（木）【夜間】

11月14日（月）～11月28日（月）【昼間】
姫路方面通行止

※期間中の土日祝日を除く

第２回 １０月 ４日更新版

トンネル点検状況

第１回 ９月２６日版からの変更箇所

終了しました
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日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

※期間中、夜間の片側交互通行を追加する場合があります。

区間④駒帰交差点➢智頭IC
下り線通行止め【終日又は昼間】

区間⑤河原IC➢智頭IC
上り線通行止め【昼間】

31

工事規制カレンダー（１０月４日版）
１ ０ 月

区間②大原IC➢坂根交差点
下り線通行止め【昼間】

※【工事時間】昼間：９：００～１７：００　夜間：２３：００～翌７：００

※期間中、走行車線を切り替える場合があります。現地の案内に従って安全に心がけて走行を願います。

区間③智頭IC➢駒帰交差点
上り線通行止め【昼間】

区間⑥智頭IC➢河原IC
下り線通行止め【昼間】

区間⑨鳥取南IC➢鳥取IC
下り線通行止め【昼間】

区間⑤河原IC➢智頭IC
上り線通行止め【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行【昼間】

体育の日
区間②大原IC➢坂根交差点
下り線通行止め【昼間】

区間①大原ＩＣ➢佐用ＴＢ
上り線通行止め【夜間】

※平日１７：００～２３：００、７：００～９：００及び土日祝日は通行止めは行いません。

鳥取西

区間②

区間⑨

区間⑥

区間⑤

区間③
区間④

区間①

志戸坂トンネル

変更箇所

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

※期間中、夜間の片側交互通行を追加する場合があります。

※【工事時間】昼間：９：００～１７：００

※平日１７：００～翌９：００及び土日祝日は通行止めは行いません。

志戸坂トンネル付近　片側交互通行　【昼間】

区間⑨鳥取南IC➢鳥取IC　下り線通行止め【昼間】

工事規制カレンダー（１０月４日版）
１ １ 月

※期間中、走行車線を切り替える場合があります。現地の案内に従って安全に心がけて走行を願います。

区間⑤河原IC➢智頭IC
上り線通行止め【昼間】

区間⑨鳥取南IC➢鳥取IC
下り線通行止め【昼間】

区間①大原➢佐用
上り通行止【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行　【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行 　【昼間】

区間①大原ＩＣ➢佐用ＴＢ
上り線通行止め【昼間】

文化の日

志戸坂トンネル付近
片側交互通行【昼

間】

区間⑨鳥取南IC➢
鳥取IC　下り線

通行止め【昼間】

区間⑤河原IC➢
智頭IC　上り線

通行止め【昼間】

区間⑤河原IC➢智頭IC　上り線通行止め【昼間】

区間⑨鳥取南IC➢鳥取IC　下り線通行止め【昼間】

志戸坂トンネル付近　片側交互通行　【昼間】

区間①大原ＩＣ➢佐用ＴＢ　上り線通行止め【昼間】

区間⑦鳥取西IC➢河原IC
上り線通行止め【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行【昼間】

勤労感謝の日

区間⑧河原IC➢鳥取西IC
下り線通行止め【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行 　【昼間】

区間⑧河原IC➢鳥取西IC
下り線通行止め【昼間】

区間①大原ＩＣ➢佐用ＴＢ
上り線通行止め【昼間】

鳥取西

志戸坂トンネ

区間⑦

区間⑧

区間

区間

⑨

区間①

変更箇所

変更箇所

変更箇所

変更箇所

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

※予備日の情報については、表面の問い合わせ先までお問い合わせください。

（予備日）

（予備日）

※いずれの期間中の平日１７：００～翌９：００及び土日祝日は通行止めは行いません。

※期間中、走行車線を切り替える場合があります。現地の案内に従って安全に心がけて走行を願います。

１ ２ 月
工事規制カレンダー（１０月４日版）

※【工事時間】昼間：９：００～１７：００

区間⑦鳥取西IC➢河原IC
上り線通行止め【昼間】

志戸坂トンネル付近
片側交互通行【昼間】

（予備日）

鳥取西

志戸坂トンネ

区間⑦
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■ 片側通行止の区間・期間及び利用形態

①

平成28年10月17日(月)～平成28年10月20日(木)　〔夜間〕

平成28年11月14日(月)～平成28年11月18日(金)　〔昼間〕

平成28年11月21日(月)～平成28年11月22日(火)　〔昼間〕

平成28年11月24日(木)～平成28年11月25日(金)　〔昼間〕

平成28年11月28日(月)　〔昼間〕

　・大原ＩＣから佐用料金所（佐用JCT）への通行ができません。

　・迂回路：国道３７３号

　・期間中、走行車線を切り替える場合があります。

②

平成28年10月 3日(月)～平成28年10月7日(金)　〔昼間〕

平成28年10月11日(火)～平成28年10月14日(金)　〔昼間〕

　・大原ＩＣから坂根交差点への通行ができません。

　・西粟倉ICでは姫路方面・鳥取方面への進入ができません。

　・迂回路：国道３７３号

　・期間中、走行車線を切り替える場合があります。

③

平成28年10月17日(月)～平成28年10月21日(金)　〔昼間〕

　・智頭ＩＣから駒帰交差点への通行ができません。

　・智頭南ICでは姫路方面への進入ができません。

　・迂回路：国道５３号、３７３号

　・⑥の規制と同時期に実施します。規制区間にご注意下さい。

駒帰交差点～智頭IC　　【姫路方面：上り】

片側通行止め時間　　〔昼間〕  ９：００  ～  １７：００　〔夜間〕  ２３：００  ～  翌７：００　〔終日〕  ９：００  ～ 翌 ９：００

佐用料金所（佐用TB）～大原IC　　【姫路方面：上り】

大原IC～坂根交差点　　【鳥取方面：下り】

国道373号

国道53号

志戸坂トンネル

国道373号

駒帰交差点 智頭南IC 智頭IC

国道429号 至鳥取
西粟倉IC

志戸坂トンネル

国道373号 至鳥取

国道373号

大原IC 坂根交差点

至姫路

国道429号

料
金
所

国道373号

佐用ＪＣＴ

佐用平福IC 大原IC佐用料金所

国道373号

国道373号

至鳥取

至姫路

至鳥取

至姫路

変更箇所
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■ 片側通行止の区間・期間及び利用形態

④

平成28年10月24日（月）～10月28日(金）　〔昼間〕※内、１日のみ〔終日〕

　・駒帰交差点から智頭ＩＣへの通行ができません。

　・迂回路：国道３７３号、５３号

⑤

平成28年10月24日(月)～平成28年10月28日(金)　〔昼間〕

平成28年10月31日(月)～平成28年11月 2日(水)　〔昼間〕

平成28年11月　4日(金)　〔昼間〕

平成28年11月　7日(月)～平成28年11月11日(金)　〔昼間〕

　・河原ＩＣから智頭ICへの通行ができません。

　・用瀬ICでは姫路方面への進入ができません。

　・迂回路：国道５３号

⑥

平成28年10月17日(月)～平成28年10月21日(金)　〔昼間〕

　・智頭ＩＣから河原ICへの通行ができません。

　・智頭ICから姫路方面への進入ができません。姫路方面へのご利用は

　　国道５３号及び373号を経由して駒帰交差点をご利用下さい。

　・用瀬ICから鳥取方面への進入ができません。

　・迂回路：国道５３号

　・③の規制と同時期に実施します。規制区間にご注意下さい。

駒帰交差点～智頭IC　　【鳥取方面：下り】

智頭ＩＣ～河原IC　　【姫路方面：上り】

智頭ＩＣ～河原IC　　【鳥取方面：下り】

国道53号 国道53号

市道用瀬
ｲﾝﾀｰ線

県道河原
ｲﾝﾀｰ線

智頭IC 用瀬IC 河原IC

至姫路

至鳥取

至姫路

至鳥取

国道373号

国道53号

志戸坂トンネル

国道373号

駒帰交差点 智頭南IC 智頭IC

至鳥取

至姫路

￥

国道53号 国道53号

市道用瀬
ｲﾝﾀｰ線

県道河原
ｲﾝﾀｰ線

智頭IC 用瀬IC 河原IC
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■ 片側通行止の区間・期間及び利用形態

⑦

平成28年11月28日(月)～平成28年12月 2日(金)　〔昼間〕

　・鳥取西ICから河原ＩＣへの通行ができません。

　・鳥取IC・鳥取南ICでは姫路方面への進入ができません。

　・迂回路：国道５３号、２９号

⑧

平成28年11月21日(月)～平成28年11月22日(火)　〔昼間〕

平成28年11月24日(木)～平成28年11月25日(金)　〔昼間〕

　・河原ICから鳥取西ＩＣへの通行ができません。

　・鳥取IC・鳥取南ICでは鳥取西IC方面への進入ができません。

　・迂回路：国道５３号、２９号

⑨

平成28年10月31日(月)～平成28年11月 2日(水)　〔昼間〕

平成28年11月　4日(金)　〔昼間〕

平成28年11月　7日(月)～平成28年11月11日(金)　〔昼間〕

平成28年11月14日(月)～平成28年11月18日(金)　〔昼間〕

　・鳥取南ICから鳥取ＩＣへの通行ができません。

　・迂回路：国道５３号、２９号

鳥取南IC～鳥取ＩＣ間　　　　【鳥取方面：下り】

河原IC～鳥取西ＩＣ間　　　　【姫路方面：上り】

河原IC～鳥取西ＩＣ間　　【鳥取方面：下り】

至姫路

鳥取南IC

国道53号

市道布袋
稲常線

国道53号

国道53号

市道西円通寺
２号線

国道29号 至鳥取市街

鳥取IC

国道53号

県道河原
ｲﾝﾀｰ線

鳥取南IC

国道53号

市道布袋
稲常線

国道53号

国道53号

市道西円通寺
２号線

国道29号
至鳥取市街

県道鳥取河原用瀬線

鳥取IC 鳥取西IC河原IC

至姫路

国道53号

県道河原
ｲﾝﾀｰ線

鳥取南IC

国道53号

市道布袋
稲常線

国道53号

国道53号

市道西円通寺２
号線

国道29号 至鳥取市街

県道鳥取河原用瀬線

鳥取IC河原IC 鳥取西IC

至姫路
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