
●宗谷地域における過去２年間のエゾシカ衝突事故発生箇所 ●宗谷地域における過去２年間のエゾシカ衝突事故発生箇所

宗谷地域では、エゾシカの道路への飛び出しが増えています。
事故にあわないよう、ドライブの際にはスピードダウンをお願いします。

宗谷地域のドライブではエゾシカにご注意！ 宗谷地域のドライブではエゾシカにご注意！エゾシカの習性行動と遭遇時の対応４原則 エゾシカの習性行動と遭遇時の対応４原則

１頭だけと思わないで！

エゾシカは大型動物！

エゾシカの活動時間は夕方から早朝です。
夜間は車のヘッドライトに反射してエゾシカの目

が光るので、光るものを見たら注意してください。

シカの蹄は道路では滑りやすく、機敏に逃げる
ことができません。

車を避けようとして転倒することがありますの
で道路上にエゾシカを見つけたらスピードダウン
しましょう。

衝突したら被害大！

エゾシカとの衝突による車両保険の支払い金
額は、平均40万円にも上ります。

エゾシカは群れで行動しています。
１頭が道路を横断すると、２頭目以降が次々

と渡ります。横断するエゾシカを見つけたら、
2頭目がいるかもと意識してスピードダウンし
てください。

走行中に小さく見えてもエゾシカは大型動物
です。オスでは高さが170㎝、体重100㎏以
上にもなります。事故多発地域ではスピードダ
ウンを心がけましょう。

スピードダウンと早めのブレーキを心掛けて、
宗谷地域を無事故でご通行下さい。

夕方から早朝に注意！

シカは道路上では歩きにくい！

●国道横断中に転倒するエゾシカ

ドライバーへの被害も大きく、死亡事故も発
生しています。 

（第5回「野生生物と交通」研究発表会より）

宗谷地域でのドライブ　～エゾシカの生息～ 宗谷地域でのドライブ　～エゾシカの生息～
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トンネル出口に注意！
シカがいるかもしれません！

サロベツ原野は要注意！
シカが群れで飛び出します。
スピードダウン！

運転中に
このマークを見たら
注意してね♪
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宗谷地域の国道でのエゾシカ事故件数（H24-R3年度）宗谷地域の国道でのエゾシカ事故件数（R3年度）
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■雪崩や落下物、道路の破損などを見つけた場合は
◎道路緊急ダイヤル#9910(24時間受付、全国共通）

■事故を起こしたり、発見した場合は
◎最寄りの警察署、消防署110、119

(宗谷管内　土・日・祝日を除く
 9時30分～17時00分）

■その他の道路に関するご意見・ご質問

◎宗谷管内の問合せ0162-32-2582

#8139

■気象情報
◎宗谷地方の天気予報0162-177

◎宗谷地方の週間天気予報0162-24-0177

177※各地の天気は「市外局番+177」

(放送エリア：稚内市全域・豊富町の一部地域）

携帯短縮ダイヤル

旭川方面ダイヤル

■救急医療情報

■ラジオ局

◎救急医療情報案内センター0120-20-8699
携帯およびPHSの場合011-221-8699

■道路・交通情報
◎日本道路交通情報センター

   （上記電話がご利用できない場合　北海道コールセンター　　　　　　　　） 011-857-8139

050-3369-6652
北海道地方・札幌方面ダイヤル050-3369-6601

#8011

◎道路情報放送ラジオ局
NHK　　　 927kHz
HBC　　　1368kHz
STV　　　1197kHz

◎コミュニティFM局

FMわっぴ～　　76.1MHz

市町村役場の連絡先 市町村役場の連絡先道路管理者の連絡先 道路管理者の連絡先
開発建設部（国道） 開発建設部（国道） 稚内市

猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町
幌延町
礼文町
利尻町
利尻富士町

0162-23-6161
01635-2-3131
01634-2-2345
01634-6-1111
0163-62-1234
0162-82-1001
01632-5-1111
0163-86-1001
0163-84-2345
0163-82-1111

 稚内開発建設部
(道路整備保全課)
 稚内道路事務所
 浜頓別道路事務所

0162-33-1159

建設管理部（道道） 建設管理部（道道）
稚内建設管理部(事業課)
歌登出張所
礼文出張所
利尻出張所

0162-26-2521
0163-68-2021
0163-87-2316
0163-84-2008

※パンフレットに関するお問い合わせは
　稚内開発建設部道路整備保全課までお願いします。

0162-33-5276
01634-2-2173

(全国共通・年中無休・24時間）

■車の故障、不具合が起こった場合は
◎ＪＡＦロードサービス救援コール0570-00-8139   又は、

車から離れない！

救助を求めるときは…

救助を待つ間は…

●ハザードランプを点滅させ、停止表示板や旗(明るい色の布)を掲げて、停止し

ていることを他車に知らせて下さい。

●警察・消防やロードサービスに電話で救助を求めるときは、出来るだけ自分の

位置を正確に伝えてください。

●国道番号と位置は、道路脇に1㎞毎に設置された地点標(キロポスト)に示されて

います。

●服が濡れている場合は着替える、毛布等がある場合は羽織る、温かい飲み物を

口にするなど、あらゆる防寒対策をとりましょう。

●車内の暖房は、燃料切れやバッテリーが上がらないように注意しながらつけま

しょう。

●排気口が雪に埋まると、車内に排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒になりま

す。マフラー付近が埋まらないように除雪を行い、風下側の窓を少しだけ開けて

換気しましょう。

●特に夜間で同乗者がいる場合は、交代で睡眠をとり、一人は必ず起きていて救

助が来ていないか確認しましょう。

●避難できる場所や救助が確認できる時以外は、不用意に車を離れてはいけません！

●吹雪の中では自分の位置を見失い、遭難するおそれがあります。

●車道では交通事故に遭遇する恐れもあります。

吹雪時は後続車も
見えにくい
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　登録していただくと、異常気象等による突発的な通行止めが
あった場合、その情報についてお知らせします。
　なお、登録・配信は無料です。
（データ通信料はお客様ご負担となります。）

「通行止情報メール配信サービス」開始！

登録は簡単！ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・携帯電話からサイトへアクセス

reg@r.hdb.hkd.mlit.go.jp
http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/mail.html

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/mail.html

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/m/mq/mail/touroku.html

①サイトにアクセス

▼ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの場合

▼携帯電話の場合

②空メールを送信

③「通行止メール
　サービスのＵＲＬ
　について」と題し
　たメールを受信

④
URLに
アクセス

登録

⑤ご希望に合わせて配信情報を
　カスタマイズ！

「メール配信登録手順」をタップして
登録方法をお読みください。

サイトにアクセスして登録方法をお読みください。
件名や本文は記入する
必要はありません。

登録・配信
無料！！

あなたの欲しい情報をお選びください

？ 主要峠？ ？よく使う経路 国道番号 など

●運転中も天気や道路情報に注意しましょう！

●天気や視界が悪いときは無理をせず、

　天気の回復を待ちましょう！

　　　※道の駅では休憩所の他に
　　　  天気や道路情報も確認できます。

●視界不良により危険と感じたら、路上での停車は
避け、必ず安全な場所まで移動して下さい！

●どうしても路上停車するときには、後続車に停車
していることを知らせましょう！

　　□ ハザードランプを点滅！　□ 停止表示板も設置！

●冬道では山道や狭い道に入り込まないように注意
しましょう。

●道の駅マップ
●施設情報
●イベント情報など

情報
提供

北の道の駅

■北の道の駅【パソコン・携帯版（共通）】

http://www.hokkaido-michinoeki.jp/

ド ラ イ ブ 中 は …ド ラ イ ブ 中 は …出 発 の 前 に …出 発 の 前 に …

宗谷の国道の詳しい情報を調べるなら！

●道路気象情報　●通行規制情報
●冬期道路情報　●道路画像情報など

情報
提供

稚内開発建設部　最新情報

北海道地区道路情報

●余裕を持った予定を立てましょう。

●あらかじめ到着時刻や走行ルートを家族や訪問先に知らせましょう。

●目的地までの天気・道路状況を確認しましょう。

●天気がひどい時は、出発時間の変更や公共交通機関の利用を検討しましょう。

●携帯電話は充電しておきましょう。

■宗谷総合振興局ホームページ【パソコン版】

http://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/

宗谷の道道の詳しい情報を調べるなら！

宗谷総合振興局

宗谷総合振興局

宗 谷 地 域 で の 安 心 ・ 快 適 な ド ラ イ ブ の た め ！宗 谷 地 域 で の 安 心 ・ 快 適 な ド ラ イ ブ の た め ！

北の道ナビ

自動車の点検は十分ですか？　もしものための装備はしましたか？

■燃料

■バッテリー

■ウォッシャー液

■飲料水  

■タイヤチェーン　　

■除雪用ブラシ　　　

■ブースターケーブル

■スノーヘルパー

■スコップ

■けん引用ロープ

■防寒具・長靴・手袋

■毛布

 

■北の道ナビ【パソコン版】

http://northern-road.jp/navi/

■北海道地区道路情報【携帯版】

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/m/

■北海道地区道路情報【パソコン版】

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/

■北海道地区道路情報【ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版】

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/sp/

～安全と快適な
　　　ドライブのために～

宗谷地方道路防災連絡協議会 宗谷地方道路防災連絡協議会 宗谷地方道路防災連絡協議会

2022年度

要確認（北の道ナビ？）

要確認

貼替済

貼替済

貼替済

貼替済

要確認
①のアドレス
ＱＲのリンク先


