1．工事の概要

参考資料

新東名高速道路 駿河湾沼津スマートインターチェンジ（工事中）に接続するアクセス道路整備に伴い、
東名高速道路上に新たな橋梁（市道 0275 号線）を架設するため、東名高速道路 沼津インターチェンジ
（IC）～富士インターチェンジ（IC）の区間で、7 月 12 日に夜間通行止めをおこないます。
【架設概要】
大型クレーン一括架設
・市道 0275 号線の丸山橋

架設延長：約 37m

架設重量：約 85t
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通行止め前に東名高速道路の外側で桁の組立を行い、クローラクレーンを使用して、通行止め時に
東名高速道路上に橋梁の架設をおこないます。

架設工事のイメージ（大型クレーン一括架設）
［新東名高速道路

伊勢原 JCT（仮称）D2 ランプ橋（2014 年 12 月）］

○ 大型クレーン架設時の安全対策
安全対策として、クレーン作業を行う場合は、東名高速道路を通行止めしておこないます。
また、桁の支持方法は、橋台により下から支えたのちにボルトで固定します。
［今後の予定］
今後、既設橋の撤去についても関係機関と調整しております。撤去時も同様に東名高速道路
通行止めを予定しており、詳細については、別途お知らせいたします。

2．通行止め時のう回路
当該区間をご利用される場合は、あらかじめ清水連絡路または御殿場 JCT で新東名高速道路をご利用く
ださい。一般道にう回される場合には、主なう回路としては、一般国道 1 号をご利用ください。
【凡例】
：広域う回（新東名高速道路利用）
：沼津市～富士市間のう回（新東名高速道路利用）
：沼津市～富士市間のう回（一般国道 1 号利用）
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【凡例】
：新東名又は一般国道 1 号へのう回路

3．通行止めに伴う乗継調整について
東名高速道路の通行止めに伴い、その区間（乗継指定 IC 間）を一般道にう回し、再度同一方向の高速
道路に乗り継がれるお客さまには、高速道路料金が割高にならないよう所定の方法で料金の調整をおこな
います。
通行券をご利用のお客さま（ETC をご利用しないお客さま）は、通行止めに伴い高速道路を一旦流出す
る流出指定 IC でお渡しする「高速道路通行止め乗継証明書」を、乗り継ぎ後の最初の出口 IC で係員にお
渡しください。
ETC をご利用のお客さまは、一旦流出する走行と乗り継ぎ後の走行を同じ ETC カードで、通常どおり ETC
レーンを無線通行してください。
（
「高速道路通行止め乗継証明書」の入手は不要です。）
■乗継指定インターチェンジ
上り線（東京方面）
流出指定 IC

【東名高速道路】
富士 IC・富士川スマート IC（※ETC 車のみ）・

下り線（名古屋方面）
【東名高速道路】
沼津 IC・裾野 IC

清水 IC
【新東名高速道路】
清水いはら IC
再流入指定 IC

【東名高速道路】
沼津 IC・裾野 IC・御殿場 IC・
【新東名高速道路】
新清水 IC・新富士 IC・長泉沼津 IC

【東名高速道路】
富士 IC・富士川スマート IC（※ETC 車のみ）・
清水 IC
【新東名高速道路】
長泉沼津 IC・新富士 IC・新清水 IC・
清水いはら IC

※24 時間以内に流出指定 IC から再流入指定 IC に乗り継いでください。
※流出指定 IC で流出後、通行止めが解除された場合は、流出指定 IC で流入されても料金の調整をおこな
います。
※富士川スマート IC は、ETC 車のみご利用いただけます。ETC 車以外はご利用いただけませんのでご注意
ください。

4．道路交通情報のご案内
（1）工事規制情報
夜間通行止めに当り、ラジオ CM、ポスター、リーフレット、横断幕などによって、工事期間をはじ
めとする各種の情報を事前にお知らせします。また、工事期間中の渋滞状況など、お出かけ前や通行
中に知りたい交通情報についても、ハイウェイテレホンなどで提供いたします。詳しくは今後当社公
式 WEB サイト（http://www.c-nexco.co.jp/）
、リーフレットなどでお知らせします。
中日本高速道路株式会社では、情報板、ハイウェイラジオ、ハイウェイテレホンを使って渋滞情報
や工事規制情報を提供させていただくとともに、規制標識や標識車を使って、工事規制個所のお知ら
せや安全走行の注意を呼びかけています。
また、各路線の工事規制予定（http://www.c-nexco.co.jp/construction/）や東名通行止め特設サ
イト（制作中）をはじめとして、路線の工事情報を提供しています。
これらの情報にご注意して、安全に走行してくださるようお願いします。
（2）お出かけ前に入手できる道路交通情報
①日本道路交通情報センターの道路交通情報
道路交通情報 NOW！！ (http://www.jartic.or.jp/) や電話（電話番号は別紙をご覧下さい。）で
道路交通情報を入手できます。
②iHighway 中日本（アイハイウェイ中日本）
全国の高速道路交通情報を携帯電話の WEB サイトを利用して、マップや文字でご確認いただけま
す。また、通行止めが発生または解除した際にメールでお知らせする「マイルート機能」などをご
利用いただけます。
http://c-ihighway.jp/

③ハイウェイテレホン（電話番号は別紙をご覧下さい。
）

QR コード

リアルタイムの主要道路の交通情報（5 分更新）を 24 時間入手できます。
携帯電話から「＃8162」におかけいただくと、その場所から最も近い地域の高速道路情報が音声で
入手できます。
また、音声によるハイウェイテレホンとあわせて携帯電話の WEB サイトでご確認いただける、
「目
で見るハイウェイテレホン」もご活用ください。
なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は法律で禁止されています。ご利用の際は
サービスエリア（SA）
・パーキングエリア（PA）にてお願いします。

・関東・甲信越地方の高速道路情報
http://www.yokohama1620-c-nexco.jp/main/index.shtml
QR コード

・東海・北陸地方の高速道路情報
http://www.highway-telephone.com/

QR コード

（3）走行中に入手できる道路交通情報
①道路情報板
②ハイウェイラジオ（1620kHz）
③VICS（VICS 対応のカーナビゲーションなどで、道路交通情報が入手できます）
（4）休憩中に入手できる道路交通情報
①ハイウェイ情報ターミナル（SA などに設置）
テレビ画面で、分かりやすくお知らせします。
②iHighway 中日本（アイハイウェイ中日本）
全国の高速道路交通情報を携帯電話の WEB サイトを利用して、マップや文字でご確認いただけま
す。また、通行止めが発生または解除した際にメールでお知らせする「マイルート機能」などをご
利用いただけます。
なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は法律で禁止されています。ご利用の際は
SA・PA にてお願いします。

http://c-ihighway.jp/
QR コード

③ハイウェイテレホン（電話番号は別紙をご覧下さい。
）
リアルタイムの主要道路の交通情報（5 分更新）を 24 時間入手できます。
携帯電話から「＃8162」におかけいただくと、その場所から最も近い地域の高速道路情報が音声
で入手できます。
また、音声によるハイウェイテレホンとあわせて携帯電話の WEB サイトでご確認いただける、
「目
で見るハイウェイテレホン」もご活用ください。
なお、自動車走行中のドライバーの携帯電話の使用は法律で禁止されています。ご利用の際は
SA・PA にてお願いします。

・関東・甲信越地方の高速道路情報
http://www.yokohama1620-c-nexco.jp/main/index.shtml
QR コード

・東海・北陸地方の高速道路情報
http://www.highway-telephone.com/

QR コード

④その他
SA などのエリア・コンシェルジュでも交通情報をご案内いたします。

5．ドライバーの皆さまへのお願い
◎ゆとりをもったご利用を
工事期間中は、高速道路や周辺の一般国道などが大変混雑すると予想され、所要時間も通常より
多くかかるおそれがあります。ゆとりをもった旅行計画をお立て下さい。
◎ 渋滞末尾での追突事故にご注意を
渋滞時には、渋滞の車列の中や渋滞末尾での追突事故のおそれがあります。渋滞末尾に近づいた
際にはハザードランプを点灯し、後続車に合図するなどして、追突事故の防止に心掛けて下さい。

◎ 全席シートベルトの着用を
高速道路上の事故では、シートベルトを着用していない乗員が、衝突の反動で車の外に投げ出さ
れて死亡する場合があります。
運転席と助手席だけではなく、後部座席も含め必ず全席シートベルトの 着用をお願いします。
（2008 年 6 月 1 日より道路交通法が改正され、後部座席のシートベルトの着用が義務付けられまし
た。
）

別紙
道路交通情報のお問合わせ先
（1）ハイウェイテレホン （5 分ごとに最新の情報を 24 時間案内）
携帯電話からは「＃8162［はーい、無事（帰る）］におかけいただくと、最も近い地域の最新の高
速道路状況を自動音声で提供します。
固定電話からは「＃8162」をご利用いただけません。固定電話からは、以下のハイウェイテレホン
をご利用ください。
東名高速道路情報

東京局
川崎局

03（5491）1620
044（866）1620

横浜局

045（923）1620

御殿場局

0550（82）1620

富士局

0545（51）1620

静岡局

054（288）1620

浜松局

053（435）1620

（2）日本道路交通情報センター
道路交通情報 NOW！！（インターネット）
http://www.jartic.or.jp/

24 時間・5 分更新で道路交通情報を提供

日本道路交通情報センターの道路交通情報
電話番号 全国統一番号 050－3369－6666※
※全国どこからでも、最寄の情報センターに接続します。 (自動車電話、携帯電話などの移動体
通信からは利用できません)
携帯短縮ダイヤル「＃8011」

