
－ お 知 ら せ － 

2023年 1月 25日 

【12 時 5 分現在】 

中日本高速道路株式会社 

 

 

 

 
 

大雪のため、当社管内の以下の高速道路の区間で通行止めをおこなっていました

が、一部区間を解除しましたので、お知らせします。 

お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、冬季交通確保のためご理解とご協力

をお願いいたします。 

お客さま自身の命を守るため、不要不急のお出かけはお控えください。あわせて

ご利用日の変更をご検討ください。 

やむを得ず高速道路をご利用になる場合は、冬用タイヤの装着とタイヤチェーン

の携行、ご利用日程の変更をお願いします。 

※ノーマルタイヤでの雪道走行は、法令違反です。 

また、高速道路では一台でも自力走行不能車両が発生すると、長時間の渋滞や
通行止めにつながる可能性があります。お出かけ前に、最新の気象予報や道路交
通情報をご確認いただくとともに、早めのタイヤチェーン装着をお願いします。 

 なお、運送事業者および荷主企業の皆さまも、今後の気象予報をご確認いただき、
運送日を調整いただくなどのご協力をあわせてお願いします。 
 

【通行止め区間】                                      （変更・追加箇所は下線） 

路 線 名 方向 区 間 開始時間 解除時間 事由 

E1 名神 上 岐阜羽島 IC～一宮 IC 1/24 21：00 1/25 12：05 雪 

E1 名神 下 一宮 IC～岐阜羽島 IC 1/24 21：00 － 雪 

E1 名神 下 岐阜羽島 IC～米原 JCT 1/25 11：00 － 雪 

E41 東海北陸道 上下 一宮 JCT～一宮木曽川 IC 1/24 21：00 － 雪 

E1A 新名神 上下 四日市 JCT～亀山西 JCT 1/25 3：50 － 雪 

E1A 新名神 下 亀山 JCT～甲賀土山 IC 1/25 3：50 － 雪 

C3 東海環状道 内外 新四日市 JCT～大安 IC 1/25 3：50 － 雪 

E23 
東名阪道 

伊勢道 
上 芸濃 IC～亀山 JCT 1/25 8：45 － 雪 

E23 
東名阪道 

伊勢道 
下 鈴鹿 IC～芸濃 IC 1/25 8：45 － 雪 

 

 

【第11報】大雪による通行止め一部解除のお知らせ 



 

【降雪が予測される区間】 
【1 月 25 日（水）～26 日（木）夜間】 

道 路 名 区間 

E1 東名高速道路 豊川 IC～小牧 IC 

E1 名神高速道路 小牧 IC～八日市 IC 

E1A 新東名高速道路 新城 IC～豊田東 JCT 

E1A 伊勢湾岸自動車道 全線 

E1A 新名神高速道路 
四日市 JCT～甲賀土山 IC 

亀山 JCT～亀山西 JCT 

E8 北陸自動車道 米原 JCT～朝日 IC 

E19 長野自動車道 岡谷 JCT～安曇野 IC 

E19 

E20 
中央自動車道 長坂 IC～伊北 IC 

E23 東名阪自動車道 全線 

E23 伊勢自動車道 全線 

E27 舞鶴若狭自動車道 小浜 IC～敦賀 JCT 

E41 東海北陸自動車道 全線 

E42 紀勢自動車道 全線 

E67 安房峠道路 中ノ湯～平湯 

C2 名古屋第二環状自動車道 全線 

C3 東海環状自動車道 全線 

 

■今後の交通への影響 

当社では、降雪予測に基づき、高速道路での交通規制の見込みなど、交通への

影響が想定される場合には公式 WEB サイトなどで情報を提供します。降雪区間では、

安全確保のため速度規制や冬用タイヤ規制がおこなわれることが想定されるととも

に、降雪量が増えた場合は通行止めの可能性もあります。 

 

 

 

 

 



■高速道路と一般国道を同時通行止めにする場合のお願い 

天候、道路状況、事故の発生状況等による大規模な車両の滞留を防ぐため、高速

道路と、高速道路と並行する一般国道を同時に通行止めすることがあります。 

同時通行止めをおこなう場合、高速道路の通行止め端末ＩＣでは一般国道側に流

出することができずにＵターンしていただく可能性があります。 

また、道路状況によっては一般国道に流出することができるＩＣまで通行止め区間

が延びる場合がありますのでご注意ください。 

高速道路と一般国道の同時通行止めが解除されるまでは、最新の道路交通情報

をご確認のうえ広域迂回等のご検討や安全な場所での待機をお願いします。 

 

 

 

  



■お出かけの際には、最新の交通情報をご確認ください 

・日本道路交通情報センター（JARTIC） https://www.jartic.or.jp/ 

・iHighway 中日本（NEXCO 中日本） https://www.c-ihighway.jp/ 

・高速道路の大雪に関する重要なお知らせ（高速道路影響情報サイト） https://ex-ssw.com/ 

・NEXCO 中日本 東京支社 公式 Twitter  https://twitter.com/c_nexco_tokyo 

・NEXCO 中日本 八王子支社 公式 Twitter  https://twitter.com/c_nexco_hachi 

・NEXCO 中日本 名古屋支社 公式 Twitter https://twitter.com/c_nexco_nagoya 

・NEXCO 中日本 金沢支社 公式 Twitter https://twitter.com/c_nexco_kana 

・NEXCO 中日本 金沢支社 公式 LINE  https://lin.ee/BCyruI6 

 

 

お問い合わせ先 

（お客さま窓口） 

NEXCO 中日本お客さまセンター（24時間 365日対応） 

TEL 0120-922-229 [フリーダイヤル] 

「※上記電話をご利用になれない場合は TEL.052-223-0333（通話料有料）」 

日本道路交通情報センター（道路交通情報のみに関するお問い合わせ） 

[東京･神奈川(東名･圏央道 茅ヶ崎 JCT～相模原)･静岡(東名 豊川以東･新東名 新城以東・中部横

断道 富沢以南)地区] 

高速川崎センター        TEL 050-3369-6763[有料] 

[東京(中央道・圏央道 相模原～あきる野)･山梨(中央道 伊北以東･中部横断道 六郷以北)･長野(中

央道 伊北以東･長野道 安曇野以南)地区] 

高速八王子駐在         TEL 050-3369-6764[有料] 

[東海 3 県(新東名 新城以西･東名 豊川以西･東海北陸道 白川郷以南)･長野(中央道 伊北以西)･滋

賀(北陸道 木之本以南)地区] 

高速一宮センター        TEL 050-3369-6766[有料] 

[北陸 3 県･滋賀(北陸道 木之本以北･舞若道)･岐阜(東海北陸道 白川郷以北)地区] 

高速金沢駐在   TEL 050-3369-6767[有料] ※対応時間 7～19 時 
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