
担当事 交通量 規制基準値 道路交通

路線名 自      郡市      町村字 延長 通 行 止 危険内容 迂回路

務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時間雨量 遮断装置

連続雨量

亀山市関町金場  30  （ ㎜ ） 落石、崩落

２５号 鈴鹿 1.9 913 加太市場観測所 名阪[２５号]

亀山市加太市場 100 凍結、積雪
鈴鹿 亀山市加太北在家 30 加太市場観測所 落石、崩落

２５号 5.9 913 名阪[２５号]

伊賀 伊賀市拓殖町 100 佐那具観測所 凍結、積雪
伊賀市島ヶ原 40 白樫観測所 落石、崩落

１６３号 伊賀 3.6 10,850 なし

伊賀市長田 120 木根観測所 凍結、積雪
伊賀 伊賀市上阿波 35 落石、崩落 名阪[２５号]

１６３号 6.8 1,999 川北観測所

津 津市美里町平木 120 凍結、積雪 国道１６５号
伊賀 伊賀市伊勢路 35 落石、崩落

１６５号 11.5 9,850 阿保観測所 国道１６３号

津 津市白山町垣内 120 凍結、積雪
松阪市飯南町横野 30 宮前観測所 落石、崩落

１６６号 松阪 25.6 4,525 なし

松阪市飯高町森 200 森  観測所 凍結、積雪
熊野市神川町神上(奈良県境) 40 落石、崩落

１６９号 熊野 5.5 1,512 五郷観測所 なし

熊野市五郷町桃崎 150 凍 結
熊野市五郷町桃崎 40 落石、崩落

１６９号 熊野 5.5 564 五郷観測所 なし

熊野市神川町神上（七色ダム） 150 凍 結
度会郡南伊勢町宿浦 40

２６０号 伊勢 4.0 4,461 田曽浦観測所 落石、崩落 なし

度会郡南伊勢町下津浦 150
度会郡南伊勢町慥柄浦 40

２６０号 伊勢 0.9 3,857 贄浦観測所 落石、崩落 なし

度会郡南伊勢町贄浦 150
度会郡大紀町錦 40

２６０号 伊勢 3.9 2,421 叶越観測所 落石、崩落 国道４２号
度会郡大紀町錦 200
いなべ市藤原町山口 30 落石、崩落

３０６号 桑名 6.7 806 坂本観測所 なし 冬期閉鎖

滋賀県境[鞍掛トンネル] 100 凍結、積雪 １基
尾鷲市九鬼町 40 三木里観測所

３１１号 尾鷲 8.5 1,857 三木浦観測所 転石、崩落 なし １基

尾鷲市名柄町 200 尾鷲建設事務所
尾鷲市南浦 40 落石、崩落

３１１号 尾鷲 5.8 2,539 尾鷲建設事務所 なし ２基

尾鷲市九鬼町 200 凍 結
尾鷲市三木里町 40 銀杏観測所

３１１号 尾鷲 8.5 1,857 落石、崩落 なし

尾鷲市梶賀 300 梶賀観測所
熊野市須野 40

３１１号 熊野 19.9 1,642 熊野建設事務所 落石、崩落 なし １基

熊野市大泊 200
熊野市紀和町矢ノ川 40

３１１号 熊野 1.1 2,063 所山観測所 落石、崩落 なし

熊野市紀和町小栗須 200
松阪市飯南町上仁柿 35 落石、崩落

３６８号 松阪 4.0 1,531 上仁柿観測所 なし

松阪市飯南町上仁柿峠 80 凍結、積雪
いなべ市大安町石榑南 40 落石、崩落

４２１号 桑名 2.8 791 大門観測所 なし

滋賀県境（石榑峠） 200 凍結、積雪
伊賀市丸柱 35 諏訪観測所 落石、崩落

４２２号 伊賀 6.7 204 なし

伊賀市三田 120 田中観測所 凍結、積雪
北牟婁郡紀北町紀伊長島区十須 40 出垣内観測所

４２２号 尾鷲 4.6 1,709 落石、崩落 なし

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原 200 十須観測所
多気郡大台町桧原（野又） 30 栗谷観測所 落石、崩落

４２２号 松阪 36.4 1,688 明豆観測所 なし

松阪市飯高町宮本 150 森  観測所 凍結、積雪
尾鷲市南浦 40 尾鷲建設事務所 落石、崩落

４２５号 尾鷲 13.4 1,494 なし １基

奈良県境 200 クチスボ観測所 凍結、積雪
三重郡菰野町菰野 20 落石、崩落

４７７号 四日市 5.6 1,379 武平峠観測所 なし 冬期閉鎖

滋賀県境（武平トンネル） 80 凍結、積雪 2基

一般国道計 ２４区間 199.1

異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準                      別表

道路種別 一 般 国 道 平成26年4月1日現在

気象観測所

規 制 区 間 規 制 基 準

24



担当事 交通量 規制基準値 道路交通

路線名 自      郡市      町村字 延長 通 行 止 危険内容 迂回路

務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時間雨量 遮断装置

連続雨量

津市一志町井関 35（ ㎜ ）

久居美杉線 津 3.0 15,043 井関観測所 落石、崩落 なし

津市一志町井生 120
津市美杉町竹原 35

久居美杉線 津 4.0 5,981 元小西観測所 落石、崩落 なし

津市美杉町八知 120
度会郡度会町川口 40

伊勢南島線 伊勢 13.4 6,154 小川観測所 落石、崩落 なし

度会郡度会町南中村 150
いなべ市北勢町二之瀬 － 落石、崩落

南濃北勢線 桑名 3.5 2,336 田辺観測所 なし 冬期閉鎖

岐阜県境（二之瀬峠） 100 凍結、積雪 １基
津市美杉町八手俣 40

松阪青山線 津 5.8 1,221 君ヶ野観測所 落石、崩落 なし
津市美杉町竹原 150
松阪市嬉野矢下町 35 落石、崩落

嬉野美杉線 松阪 6.6 1,047 矢下観測所 なし
松阪市嬉野小原町 120 凍結、積雪
多気郡大台町桧原 30 落石、崩落

大台ヶ原線 松阪 5.7 622 宮川ダム観測所 なし

多気郡大台町大杉（旧大杉バス停） 150 凍結、積雪
多気郡大台町大杉（旧大杉バス停） 20 宮川ダム観測所 落石、崩落

大台ヶ原線 松阪 9.5 622 な し １基

多気郡大台町大杉（第三発電所） 80 三戸観測所 凍結、積雪
伊勢 伊勢市宇治館町 40 国道４２号

伊勢磯部線 11.5 14,189 中村観測所 落石、崩落 ２基

志摩 志摩市磯部町恵利原 150 国道１６７号
熊野市井戸町瀬戸 40

七色峡線 熊野 11.7 2,653 大峪観測所 落石、崩落 なし

熊野市神川町花知 150
熊野市紀和町赤木 40

熊野矢ノ川線 熊野 5.0 765 所山観測所 落石、崩落 なし

熊野市紀和町矢ノ川 200
津市美杉町下之川 35

一志美杉線 津 7.0 965 上多気観測所 落石、崩落 なし

津市美杉町下多気 120
名張市中知山 35(20) 落石、崩落

名張曽爾線 伊賀 5.7 10,160 香落渓観測所 国道３６８号 ２基

奈良県境 120(80) 凍結、積雪
多気郡大台町江馬 30

大台宮川線 松阪 1.9 4,417 荻原観測所 落石、崩落 なし

多気郡大台町栗谷口 150
熊野市金山町 40

御浜北山線 熊野 14.6 292 神木観測所 落石、崩落 なし

熊野市育生町尾川 200
南牟婁郡御浜町阿田和 40

御浜紀和線 熊野 9.8 890 阿田和観測所 落石、崩落 なし

南牟婁郡御浜町上野 200
尾鷲市賀田町 40

賀田港中山線 尾鷲 4.4 2,662 銀杏観測所 落石、崩落 なし １基

尾鷲市賀田町（42号交差点） 300
   

主 要 地 方 道 計 １７区間 123.1

道路種別 主 要 地 方 道

異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準

規 制 区 間 規 制 基 準

気象観測所
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担当事 交通量 規制基準値 道路交通

路線名 自      郡市      町村字 延長 通 行 止 危険内容 迂回路

務所名 至      郡市      町村字 （㎞） 台／日 時間雨量 遮断装置

連続雨量

津 津市榊原町  40（ ㎜ ） 落石、崩落

青山高原公園線 11.7 651 阿保観測所 なし

伊賀 伊賀市伊勢路 200 凍結、積雪
松阪市飯高町森 25 落石、崩落

蓮峡線 松阪 10.0 1,427 森  観測所 なし

松阪市飯高町蓮 100 凍結、積雪
鈴鹿 亀山市加太中在家 30 落石、崩落

関大山田線 6.9 307 川北観測所 なし ２基

伊賀 伊賀市上阿波 100 凍結、積雪
松阪市飯南町向粥見 35 大台観測所 落石、崩落

飯南三瀬谷停車場線 松阪 9.3 1,264 なし

多気郡大台町佐原 80 粥見観測所 凍結、積雪
熊野市神川町神上 40 落石、崩落

神川五郷線 熊野 1.0 1,356 五郷観測所 なし

熊野市神川町神上(七色ダム) 150 凍 結
熊野市紀和町小船 40

小船紀宝線 熊野 23.1 824 川原観測所 落石、崩落 なし

南牟婁郡紀宝町鮒田 200
松阪 多気郡大台町大杉 20 宮川ダム観測所 落石、崩落

大杉谷海山線 23.9 1,036 なし

尾鷲 北牟婁郡紀北町海山区河内 80 三戸観測所 凍結、積雪
北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原 40

三戸紀伊長島停車場線 尾鷲 （宮川第一発電所） 11.4 1,722 三戸観測所 落石、崩落 なし

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原 200
尾鷲市南浦 40 便ノ山観測所

南浦海山線 尾鷲 3.2 1,054 落石、崩落 なし ２基

北牟婁郡紀北町海山区便ノ山 200 尾鷲建設事務所
三重郡菰野町千草 20 落石、崩落

朝明渓谷線 四日市 3.3 177 朝明観測所 なし

三重郡菰野町潤田 80 凍結、積雪
名張市赤目町一ノ井 40 落石、崩落

赤目掛線 伊賀 6.2 147 つつじが丘観測所 なし

奈良県境 200 凍結、積雪
尾鷲市行野浦 40 尾鷲建設事務所

中井浦九鬼線 尾鷲 10.5 968 落石、崩落 なし ２基

尾鷲市九鬼町 200 行野浦観測所
北牟婁郡紀北町海山区小山浦 40

海山尾鷲港線 尾鷲 2.9 802 相賀・北浦観測所 落石、崩落 なし
北牟婁郡紀北町海山区小山浦 200
熊野市井戸町大馬 40

飛鳥日浦線 熊野 1.3 151 大峪観測所 落石、崩落 なし

熊野市井戸町瀬戸 150
熊野市紀和町揚枝 40

熊野川紀和線 熊野 5.4 151 楊枝川観測所 落石、崩落 なし

熊野市紀和町大河内 200
尾鷲市九鬼町 40

九鬼港線 尾鷲 0.4 1,032 尾鷲建設事務所 転石、崩落 なし １基

尾鷲市九鬼町 200
熊野市新鹿町中山 40

新鹿佐渡線 熊野 4.0 613 新鹿観測所 落石、崩落 国道４２、３１１号 １基

熊野市新鹿町八丁坂 200

一般県道計 １７区間 134.5

 

都道府県道合計 ３４区間 257.6

気象観測所

道路種別 一 般 県 道

異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準

規 制 区 間 規 制 基 準
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