
管内国道の通行止めについて（第１０報）

～国道３８号狩勝峠 ９月１１日通行止め解除の見通し～
かりかち

～国道２７３号三国峠（高原大橋）１０月上旬通行止め解除の見通し～
み く に こうげん

記

（１）国道３８号 狩勝峠 南富良野町落合～新得町新内(Ｌ＝１９．３ｋｍ)の通行止め解除

の見通し

・現在、当該区間にある大規模法面崩壊箇所について、砕石盛土による復旧工事を２４時

間体制で実施中です。現在のペースで作業が進めば９月１１日に当該区間の通行止めを

解除できる見通しです。

（２）国道２７３号 三国峠 上士幌町三股～上川町層雲峡(Ｌ＝１５．２ｋｍ)の通行止め解

除の見通し

・損傷した高原大橋（Ｌ＝１２５ｍ）について、被災を確認した当日のうちに専門家によ

る調査を実施。測量、復旧工法検討、関係機関協議、資材調達・搬入を同時並行にて進

め、現在は、仮橋の基礎施工を２４時間体制で進めています。現在のペースで順調に作

業が進めば１０月上旬に仮橋が完成し、当該区間の通行止めを解除できる見通しです。

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」アドレス(http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/index.htm)

※道東自動車道をご通行される皆様へ

道東自動車道の無料措置区間（占冠ＩＣ～音更帯広ＩＣ間）につきまして、東日本高速道路株式会

社北海道支社のホームページに通行方法の注意に関するお知らせが掲載されていますのでご覧くだ

さい。アドレス(http://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/hokkaido/h28/0908/)

帯広開発建設部では別紙の４路線７区間について、平成２８年８月３０日からの台風第

１０号による大雨・暴風の影響により国道の通行止めを実施しています。

国道３８号狩勝峠及び国道２７３号三国峠（高原大橋）の復旧作業の状況と、通行止め

解除の見通しについてお知らせします。

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

広 報 官 長野 浩治 電話0155-24-3193（内線214）
なが の こう じ

道路計画課課長 瓜生 和幸 電話0155-24-4106（内線351）
うりゆ う かずゆき

平成２８年９月９日

帯 広 開 発 建 設 部



別 紙

９月９日１３：００時点の帯広開発建設部管内の国道の通行止め区間について

①国道 ３８号 南富良野町字落合～新得町字新内（Ｌ＝１９．３ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年８月３０日（火） ２０時４０分～

平成２８年９月１１日（日） 通行止め解除予定

通行止め理由 法面崩壊

②国道 ３８号 清水町南四条～清水町羽帯（Ｌ＝５．２ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年８月３０日（火） ２３時００分～ 解除未定

通行止め理由 路肩洗掘、橋梁落橋（小林橋、清見橋）

被災状況 管内国道の通行止めについて（第２報）をご参照下さい。

③国道 ３８号 芽室町芽室基線～芽室町芽室基線（Ｌ＝０．１ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年９月９日（金） ８時３０分～ 解除未定

通行止め理由 河川増水による盛土洗掘のおそれ

④国道２７３号 上士幌町三股～上川町層雲峡（Ｌ＝１５．２ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年８月２０日（土） １７時００分～

平成２８年１０月上旬解除の見通し

通行止め理由 大雨による路肩洗掘、崩落および橋梁損傷

⑤国道２７４号 日高町千栄～清水町清水（Ｌ＝４３．８ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年８月３０日（火） １１時１５分～ 解除未定

通行止め理由 橋梁落橋など

被災状況 管内国道の通行止めについて（第５報）、（第８報）をご参照下さい。

⑥国道３３６号 えりも町目黒～広尾町音調津（Ｌ＝１１．７ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年９月９日（金） ０６時００分～ 解除未定

通行止め理由 大雨による落石のおそれ

⑦国道３３６号 広尾町音調津～広尾町ツチウシ（Ｌ＝６．５ｋｍ）

通行止め時間 平成２８年９月９日（金） ０９時３０分～ 解除未定

通行止め理由 大雨による落石のおそれ



⑤R274号

L=43.8km
30日11:15～

迂 回 経 路（１／４）
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L=19.3km
30日20:40～
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9月11日解除
の見通し

▲狩勝峠

⑤迂回路（9月9日11:20分～ ※占冠IC～芽室IC通行止め）

国道237号～国道235号～国道236号～国道38号～道道東瓜幕芽室線～道道帯広新得

線～国道274号

①迂回路（9月9日11時20分～ ※占冠IC～芽室IC通行止め）

国道237号～国道235号～国道236号～国道38号～道道東瓜幕芽室線～道道帯広新得

線～国道274号～国道38号

236
235

235 236

道東自動車道 占冠IC～音更帯広IC間において通行料金の無料措置を実施中
（9月1日～期間未定）道東自動車道通行止め解除後の国道38号狩勝峠、国道
274号日勝峠迂回路は道東自動車道をご利用ください。

⑥R336号

L=11.7km
9日6:00～

⑦R336号

L=6.5km
9日9:30～

⑥⑦迂回路 国道236号



迂 回 経 路（２／４） ＩＣ周辺アクセス道路通行止状況

南富良野町落合
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トマムＩＣ付近拡大図
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十勝清水ＩＣ付近拡大図

十勝清水

9月11日解除
の見通し
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迂 回 経 路（３／４）

②R38号 通行止区間

③R38号 通行止区間

L=0.1km
9/9 8:30～

②迂回路
国道２７４号～道道忠別清水線

②R38号 通行止区間

L=5.2km
30日23:00～

③迂回路

道道忠別清水線～国道２７４号～道道
帯広新得線～道道東瓜幕芽室線



迂 回 経 路（４／４）

▲三国峠

④R273号 通行止区間
L=15.2km
20日17:00～

39

273

10月上旬解除
の見通し

④迂回路
昼間（8:00～17:00）国道39号～国道242号
～国道241号
夜間（17:00～8:00）国道273号～国道333号
～国道242号～国道241号

規制区間
（昼間） 8:00 ～ 17:00 迂回路
（夜間）17:00  ～ 8:00 迂回路

241

242



一般国道３８号 狩勝峠の復旧状況（帯広開発建設部）
被災状況【富良野側から】 ～半断面崩落～

至 新得町

至 富良野市

かりかち

被災状況【全景】 ～半断面崩落～

至

富
良
野
市

至

新
得
町

復旧状況【夜間】 ～砕石盛土～ 復旧状況【昼間】 ～大型土のう設置
～

至 新得町

至 富良野市



一般国道２７３号 三国峠（高原大橋）の復旧状況（旭川開発建設部）
こうげんおおはしこうげんおおはし

↖ 帯広市

被災状況 ～橋脚沈下、橋台洗掘～被災状況 ～橋脚沈下、橋台洗掘～ 仮道・仮橋による復旧検討仮道・仮橋による復旧検討

←上川町

石狩川上流上空から撮影

橋脚沈下

橋台洗掘

復旧状況【昼間】 ～仮橋 杭施工～復旧状況【昼間】 ～仮橋 杭施工～ 復旧状況【夜間】 ～仮橋 杭施工～復旧状況【夜間】 ～仮橋 杭施工～
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