
 

 

             

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ １ 日 

                              

通行止め区間について 

 

～２月２１日（月）１８：００現在～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【最新の道路交通状況】 

〇 北海道地区道路情報 https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm 

〇 北海道開発局道路情報ツイッター https://twitter.com/hkd_kaihatsu 

〇 北の道ナビ http://northern-road.jp/navi/ 

〇 道路交通情報ＮＯＷ！！ ― 日本道路交通情報センター ― https://www.jartic.or.jp/ 

〇 ＮＥＸＣＯ東日本（ＮＥＸＣＯ東日本ＨＰ参照） https://www.e-nexco.co.jp/ 

〇 ドライブトラフィック（ＰＣ・スマホ・携帯） https://www.drivetraffic.jp/ 

〇 ＮＥＸＣＯ東日本（北海道）公式ツイッター https://twitter.com/e_nexco_kita 

〇 走行中に入手できる道路交通情報 

 ・道路情報板、ハイウェイラジオ（ＡＭ1620ｋＨｚ）【放送している区間は、高速道路上の標識

でご案内しています。】 

 

 

 

 

 

令和４年２月２０日夜からの悪天候の影響により、別紙１の区間において通行止めを実施して

おります。 

現在、別紙２のとおり降雪状況に応じた集中除雪等を行っているところですが、通行止めの解

除は、明朝以降、天候が回復し安全を確認した後行う予定です。 

今後も北海道内の広い範囲で通行止めの可能性があります。車が立ち往生するおそれもありま

すので、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に注意してください。 

やむを得ず外出をされる場合や、お仕事で車を使用される場合には、最新の気象情報や道路交

通状況等を確認していただくようお願いします。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

        建設部 道路維持課 道路防災対策官  河上  誠（内線 5389）  

建設部 道路維持課 課 長 補 佐  山中 重泰（内線 5821）  

 

          道路の異常を発見したら道路緊急ダイヤル（♯9910） 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 



北海道開発局 直轄国道規制図

路線凡例

高規格道路

直轄国道

通行規制区間

道路交通管理状況
令和４年２月２１日 １８：００現在
のべ規制区間 １８路線２６区間
現在規制延長 ６７１．７ｋｍ

①2/20 15:00- 国道244号（根北峠）
斜里町光陽町～標津町伊茶仁L=49.7km

②2/20 17:00- 国道241号（永山峠）
弟子屈町奥春別～釧路市阿寒町オクルシベ L=24.8km

③2/20 18:30- 国道243号（美幌峠）
美幌町古梅～弟子屈町ウランコシ L=19.6km

④2/20 21:00- 国道276号（美笛峠）
伊達市大滝区三階滝町～苫小牧市丸山 L=32.5km

⑤2/20 23:00- 国道273号（三国峠）
2/21 15:00 上士幌町三股～上川町層雲峡大学平 L=29.4km

⑥2/20 23:30- 国道231号
2/21 10:30  石狩市北生振～石狩市厚田区望来 L=8.8km

⑦2/21  5:30- 国道275号
2/21 10:30  江別市工栄町～浦臼町ヲソキナイ L=40.1km

⑧2/21  6:00- 国道337号
2/21 11:30  江別市江別太～石狩市生振 L=26.5km

⑨2/21  6:00- 国道337号
2/21 11:30  南幌町元町～江別市江別太 L=6.0km

⑩2/21  6:00- 国道453号
恵庭市盤尻～千歳市幌美内 L=15.8km

⑪2/21  6:30- 国道334号
斜里町ウトロ西～斜里町光陽町 L=34.6km

⑫2/21  8:00- 国道334号
斜里町豊倉～美幌町報徳L=42.4km

⑬2/21 8:00- E61美幌バイパス
美幌高野交差点～女満別空港IC L=8.69km

⑭2/21 9:00- 国道238号
網走市三眺～湧別町北兵村 L=75.9km

⑮2/21 9:00- 国道44号
根室市温根沼～根室市穂香 L=4.8km

⑯2/21 9:00- 国道244号
小清水町浜小清水～斜里町美咲 L=17.9km

⑰2/21 9:00- 国道276号
2/21 17:30 倶知安町北3条東～京極町京極 L=11.8km
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別紙１
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⑱2/21 9:30- 国道393号
2/21 17:00 赤井川村都～倶知安町北4条東 L=25.2km

⑲2/21 9:30- 国道272号
別海町西春別～中標津町南中 L=18.8km

⑳2/21 9:30- 国道272号
中標津町俵橋～標津町南八条西 L=13.2km

㉑2/21 9:30- E61十勝オホーツク自動車道
訓子府ＩＣ〜北見東ＩＣ L=99.9km

㉒2/21 9:30- 国道39号
大空町女満別昭和〜網走市大曲 L=12.1km

㉓2/21 10:00- 国道243号
弟子屈町弟子屈原野～標茶町別海 L=13.2km

㉔2/21 10:00- 国道244号
標津町茶志骨～別海町本別海 L=31.1km

㉕2/21 10:00- 国道230号
虻田郡留寿都町貫気別橋～虻田郡洞爺湖町花和 L=11.2km

㉖2/21 10:00- 国道391号
弟子屈町美留和原野～小清水町水上 L=29.4km

㉗2/21 10:00- E44根室道路（根室道路温根沼ＩＣ）
根室道路温根沼ＩＣ～根室ＩＣ L=6.5km

㉘2/21 11:00- 国道335号
羅臼町幌萌町～羅臼町峯浜町 L=6.5km

㉙2/21 12:30- 国道227号
北斗市村山～檜山郡厚沢部町木間内 L=18.0km

㉚2/21 13:00- 国道238号
2/21 17:00 湧別町錦〜湧別町信部内 L=7.5km

㉛2/21 13:00- 国道243号
標茶町虹別原野～別海町別海 L=36.7km

㉜2/21 14:00- 国道232号
苫前郡初山別村初山別～苫前郡羽幌町北町 L=18.00km

㉝2/21 17:30- 国道337号
千歳市泉郷～長沼町東10線南 L=5.5km

㉞2/21 18:00- 国道39号(石北峠)
上川町字層雲峡大学平～北見市留辺蘂町富士見 L=24.9km
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※赤字は規制解除日時

NEXCO区間の通行止めについては以下をご参照下さい。
道路交通情報ＮＯＷ！！ ― 日本道路交通情報センター：https://www.jartic.or.jp/
ドライブトラフィック（ＰＣ・スマホ）：https://www.drivetraffic.jp/

※１ 函館・江差自動車道 北斗追分IC～北斗茂辺地IC L=13.9km

※１

吹雪による交通事故のため通行止めを行っている箇所

㉝

㉞

https://www.jartic.or.jp/
https://www.drivetraffic.jp/


除雪状況等写真（２月２１日）

国道5号 小樽市 除雪作業状況

別紙２

E61 十勝オホーツク自動車道 除雪作業状況


