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国道の通行止めについて（第１０報）
峠部等へはチェーンやスタッドレスタイヤでお出かけ下さい

お知らせ内容
別紙の通り、国道の通行止めに関する更新情報をお知らせいたします。
お出かけ前に北海道開発局ホームページの「北海道地区道路情報」等で通行止め情報
をご確認頂きますようお願いいたします（アクセス集中のため混雑していることがあり
ます）。
北海道地区道路情報
：http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/index.htm
日本道路交通情報センター：http://www.jartic.or.jp/
また、特に峠部ではチェーンの装着やスタッドレスタイヤでの走行をお願いいたしま
す。
なお、通行止めに関する詳細な内容については、各開発建設部へお問い合わせ下さ
い。
道路利用者の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいた
します。
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別紙
平成２５年１０月１７日（木）午前８：００現在
（変更箇所は赤文字下線部）

①通行止め区間：国道334号（知床峠）
目梨郡羅臼町湯ノ沢～斜里郡斜里町字岩尾別
L=23.8km（KP3.5km～KP27.3km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前8:00～
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道335号、国道244号、国道334号

②通行止め区間：国道274号（日勝峠） 沙流郡日高町大颱橋～上川郡清水町石山
L=33.3km（KP134.2km～KP167.6km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前8:30～
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道237号、国道235号、国道236号

【解除】
③通行止め区間：国道236号 帯広広尾自動車道 芽室帯広IC～更別IC
L=37.9km（KP3.9km～KP41.8km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前9:00～平成25年10月17日（木）午前7:00
通行止め理由：積雪のため

④通行止め区間：国道453号 札幌市南区滝野～千歳市支笏湖温泉
L=21.4km（KP17.7km～KP39.1km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前9:30～（区間変更17日（木）午前8:00）
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道36号、道道支笏湖公園線

⑤通行止め区間：国道38号（狩勝峠） 富良野市字山部～新得町新得
L=48.8km（KP76.0km～KP124.8km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前10:00～（区間変更午後7:30）
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道236号、国道235号、国道237号

【解除】
⑥通行止め区間：国道241号 上川郡弟子屈町字奥春別～釧路市阿寒町オクルシベ
L=24.9km（KP10.4km～KP35.3km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午前11:00～平成25年10月17日（木）午前7:00
通行止め理由：積雪のため

⑦通行止め区間：国道273号（三国峠） 河東郡上士幌町三股～上川郡上川町大学平
L=29.5km（KP44.5km～KP74.0km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午後12:30～
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道241号、国道242号、国道39号

【解除】
⑧通行止め区間：国道236号（野塚峠） 広尾郡広尾町紋別～浦河郡浦河町上杵臼
L=35.1km（KP77.0km～KP112.1km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午後2:00～平成25年10月17日（木）午前4:30
通行止め理由：積雪のため

【解除】
ち ほく
⑨通行止め区間：国道242号（池北峠） 常呂郡置戸町拓殖～足寄郡陸別町小利別
L=11.5km（KP75.0km～KP86.5km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午後3:00～平成25年10月17日（木）午前8:00
通行止め理由：積雪のため

【解除】
⑩通行止め区間：国道393号（毛無峠） 小樽市潮見台～余市郡赤井川村毛無峠
L=14.2km（KP5.5km～KP19.7km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午後4:00～平成25年10月17日（木）午前6:30
通行止め理由：積雪のため

⑪通行止め区間：国道273号（浮島峠） 上川郡上川町字上越～紋別郡滝上町字滝上原野
L=12.7km（KP123.5km～KP136.2km）
通行止め日時：平成25年10月16日（水）午後6:30～
通行止め理由：積雪のため
解除予定日時：未定
迂回路
：国道273号、国道238号、国道242号、国道333号、国道450号

【解除】
⑫通行止め区間：国道235号 日高郡新ひだか町静内春立～浦河郡浦河町荻伏町
L=17.8km（KP88.8km～KP106.6km）
通行止め日時：平成25年10月17日（木）午前1:30～平成25年10月17日（木）午前7:30
通行止め理由：越波の恐れのため

【解除】
⑬通行止め区間：国道336号 様似郡様似町大通～幌泉郡えりも町大和
L=20.0km（KP9.7km～KP29.7km）
通行止め日時：平成25年10月17日（木）午前1:50～平成25年10月17日（木）午前7:00
通行止め理由：越波の恐れのため

平成２５年１０月１７日 ０８：００現在
現在規制
５路線 ６区間

⑪R２７３ 上川郡上川町字上越 ～ 紋別郡滝上町滝上原野
L= 12.7km 10/16 18:30（全止め）～
積雪のため
積雪
40

⑦R２７３ 河東郡上士幌町三股 ～ 上川郡上川町大学平
L= 29.5km 10/16 12:30（全止め）～
積雪のため
⑨R２４２ 常呂郡置戸町拓殖 ～ 足寄郡陸別町小利別
×
L= 11.5km 10/16 15:00（全止め）～ 10/17 8:00（解除）
積雪のため

①R３３４ 目梨郡羅臼町湯ノ沢 ～ 斜里郡斜里町字岩尾別
L= 23.8km 10/16 8:00（全止め）～
積雪のため

⑩R393 小樽市潮見台 ～ 余市郡赤井川村毛無峠
×
L= 14.2km 10/16 16:00（全止め） ～ 10/17 6:30（解除）

⑥
弟
字奥春 ～ 釧路
寒
⑥R２４１ 川上郡弟子屈町字奥春別
釧路市阿寒町オクルシベ
×
L= 24.9km 10/16 11:00（全止め）～ 10/17 7:00（解除）

積雪のため

積雪のため
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⑤
落合富良 市 部
新得 新得
⑤R３８
落合富良野市山部～上川郡新得町新得
L=48.8km 10/16 10:00（全止め） ～
積雪のため
③R236帯広広尾道 芽室帯広IC ～ 更別IC
×
L= 37.9km 10/16 9:00（全止め）～ 10/17 7:00（解除）
積雪のため
②R２７４ 沙流郡日高町大颱橋 ～ 上川郡清水町石山
L= 33.3km 10/16 8:30（全止め）～
積雪のため
⑧R２３６ 広尾郡広尾町紋別 ～ 浦河郡浦河町上杵臼
×
L= 35.1km 10/16 14:00（全止め）～10/17 4:30（解除）
積雪のため

④R４５３ 札幌市南区滝野 ～ 千歳市幌美内支笏湖温泉
L= 21.4 29.5km 10/16 9:30（全止め）～10/17 8:00（区間変更）～
積雪のため

⑬R３３６ 様似郡様似町大通 ～ 幌泉郡えりも町大和
×
L= 20.0km 10/17 1:50（全止め）～ 10/17 7:00（解除）
⑫R２３５ 日高郡新ひだか町静内春立 ～ 浦河郡浦河町荻伏町
×
L= 17.8km 10/17 1:30（全止め）～ 10/17 7:30（解除）
越波の恐れ

越波の恐れ

