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■冬期通行止区間一覧表� （令和4年 3月 1日現在）

所名 路線名 通行不能区間 区間距離
（km） 期間

佐久
（6区間
38.2㎞）

（国）299号 南佐久郡佐久穂町麦草峠（茅野市境）～南佐久郡小海町千代里（林業センター） 7.7 R3.11.18～ R4.4.21
（国）299号 南佐久郡佐久穂町町道八千穂レイク北線交差点～南佐久郡佐久穂町別荘地上 5.2 R3.11.18～ R4.4.21
（国）299号 南佐久郡佐久穂町臼石橋～南佐久郡佐久穂町十石峠（群馬県境） 5.6 R3.12.17～ R4.4.7
（主）川上佐久線 南佐久郡川上村大深山～南佐久郡南相木村立原 10.2 R3.12.8～ R4.4.13
（一）上野小海線 南佐久郡北相木村ぶどう峠（群馬県境）～南佐久郡北相木村木次原 3.5 R3.12.8～ R4.4.13

佐久北部事務所
（1区間 6.0㎞）（一）大木浅田切線 佐久市望月湯沢～佐久市望月（望月少年自然の家上） 6.0 R3.12.1～ R4.4.15

上田
（11区間
66.2㎞）

（主）美ケ原公園沖線 上田市武石上本入字焼山（林道美ケ原線交点）～上田市武石上本入字巣栗（番所ヶ原スキー場入口） 7.1 R3.11.25～ R4.4.19
（主）松本和田線 小県郡長和町和田扉峠（松本市境）～小県郡長和町和田黒栂（国道142号交点） 9.3 R3.11.25～ R4.4.19
（一）傍陽菅平線 上田市真田町傍陽字宗次郎～上田市真田町傍陽字草茂（洗馬林道交点） 2.3 R3.12.2～ R4.4.12
（一）田沢中挾線 小県郡青木村大字田沢（田沢中挾線起点（横手キャンプ場））～小県郡青木村大字田沢 2.4 R3.12.2～ R4.3.23
（一）鹿教湯別所上田線 小県郡青木村大字沓掛字女神岳（（主）丸子信州新線交点）～上田市野倉字新田 4.5 R3.11.24～ R4.3.23
（一）下奈良本豊科線 小県郡青木村大字奈良本字臼川（保福寺1号橋手前）～上田市保福寺峠（松本市境） 8.1 R3.11.24～ R4.4.12
（一）霧ヶ峰東餅屋線（ビーナスライン）小県郡長和町和田和田峠（諏訪郡下諏訪町境）～小県郡長和町和田和田峠（国道142号旧道交点） 1.3 R3.11.25～ R4.4.19
（一）真田新田線 上田市上室賀字西松尾（東筑摩郡筑北村境）～上田市上室賀字藤庄 4.8 R3.11.24～ R4.4.12
（一）美ケ原公園東餅屋線（ビーナスライン）上田市武石美ケ原台上（美ケ原料金所跡地先）～小県郡長和町和田沢入（（一）美ケ原和田線交点） 1.4 R3.11.25～ R4.4.19
（一）美ケ原公園東餅屋線（ビーナスライン）小県郡長和町和田落合大橋（（一）美ケ原和田線交点）～小県郡長和町和田和田峠（（一）霧ヶ峰東餅屋線交点） 13.0 R3.11.25～ R4.4.19
（一）美ケ原公園西内線 上田市武石本入字築地原（美ケ原料金所跡地手前）～上田市武石上本入字巣栗（武石観光センター上） 12.0 R3.11.25～ R4.4.19

諏訪
（3区間
16.5㎞）

（国）299号（メルヘン街道） 茅野市北山千駄刈～茅野市北山麦草峠（南佐久郡佐久穂町境） 6.1 R3.11.18～ R4.4.21
（一）霧ヶ峰東餅屋線（ビーナスライン）諏訪郡下諏訪町（八島高原駐車場）～諏訪郡下諏訪町和田峠（小県郡長和町境） 4.7 R3.11.25～ R4.4.19
（一）八島高原線 諏訪郡下諏訪町（（一）霧ヶ峰東餅屋線交点）～諏訪部下諏訪町大平（南信森林管理署東俣造林詰所） 5.7 R3.11.25～ R4.4.19

伊那
（5区間
21.5㎞）

（国）152号 伊那市長谷市野瀬粟沢（山吹橋上）～伊那市長谷分杭峠（下伊那郡大鹿村境） 5.3 R3.12.21～ R4.4.8
（主）駒ヶ根長谷線 駒ヶ根市中沢大洞～伊那市長谷中沢峠 3.3 R3.12.21～ R4.4.8
（一）伊那駒ヶ岳線 伊那市荒井内ノ萱（中部電力（株）小黒発電所）～伊那市荒井小黒日向（県道終点） 2.4 R3.12.3～ R4.4.6
（一）楢川岡谷線 上伊那郡辰野町桜沢（塩尻市境）～上伊那郡辰野町山口（牛首峠） 1.8 R3.12.3～ R4.4.15
（一）西伊那線 上伊那郡中川村大草桑原（桑原橋北）～駒ヶ根市中沢（林道交点） 8.7 R3.12.15～ R4.4.4

飯田
（8区間
44.4㎞）

（国）152号 下伊那郡大鹿村鹿塩（分杭峠）～下伊那郡大鹿鹿塩女高 6.8 R3.12.21～ R4.4.8
（国）152号 下伊那郡大鹿村大河原（深ヶ沢）～下伊那郡大鹿村大河原（地蔵峠） 4.5 R3.12.6～ R4.4.4
（国）152号 飯田市上村（地蔵峠）～飯田市上村（日影岩） 1.1 R3.12.6～ R4.4.4
（国）152号 飯田市南信濃小嵐（民宿島畑先）～飯田市南信濃青崩峠（静岡県境） 3.9 R3.12.6～ R4.4.11
（国）256号 飯田市上久堅（浄水場上）～飯田市上久堅越久保（小川路峠） 2.2 R4.1.7～ R4.4.14
（主）飯田南木曽線 飯田市上飯田大平宿～飯田市上飯田大平峠（木曽郡南木曽町境） 13.1 R3.12.10～ R4.4.8
（一）園原清内路線 下伊那郡阿智村横川～下伊那郡阿智村上清内路 3.1 R3.12.10～ R4.3.25
（一）上飯田線 飯田市上村清水～下伊那郡喬木村氏乗（矢筈トンネル出口上） 9.7 R3.12.6～ R4.4.15

路線名
規制区間 規制基準

自　郡市町村名 至　郡市町村名 延 長
（km）

規制基準値（mm）
通行注意 通行止

一
般
県
道

美ケ原和田 長和町和田山本小屋下 長和町和田野々入 8.6 時間雨量20 時間雨量25
連続雨量80 連続雨量100

美ケ原公園西内 上田市武石白樺平上 上田市武石巣栗 12.0 　〃　15 　〃　20
〃　40 　〃　60

八島高原 下諏訪町東俣 下諏訪町大平 5.7 　〃　10 　〃　20
〃　50 　〃　80

霧ヶ峰東餅屋 下諏訪町八島駐車場入口 長和町和田和田峠 5.0 　〃　20
〃　80

深沢阿南 阿智村浪合深沢 阿南町落合 18.0 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

上飯田 飯田市上村伊藤 喬木村氏乗 19.8 　〃　10 　〃　20
〃　60 　〃　80

為栗和合 天龍村大輪 阿南町和知野 7.4 　〃　10 　〃　20
〃　60 　〃　80

上生坂信濃松川（停）生坂村（国道19号交点） 生坂村上生坂 0.8 〃　130

白骨温泉 松本市安曇湯川渡 松本市安曇白骨温泉 5.1 　〃　5 　〃　15
〃　60

槍ヶ岳矢村 安曇野市穂高中房 安曇野市有明宮城 12.8 　〃　20 　〃　25
〃　60 　〃　80

白馬岳 白馬村北城二股 白馬村北城猿倉 5.1 　〃　15 　〃　20
〃　50 　〃　80

五味池高原 須坂市豊丘乳山 須坂市上原 12.9 　〃　10 　〃　15
〃　40 　〃　60

角間中野 山ノ内町戸狩箱山 中野市中野松崎 1.3 　〃　15 　〃　20
〃　60 　〃　80

奥志賀公園 山ノ内町大字夜間瀬（大洞沢） 山ノ内町平隠（一ノ瀬） 5.1 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

奥志賀公園栄 山ノ内町夜間瀬（除ヶ） 山ノ内町平隠（郡境） 5.5 　〃　20 　〃　25
〃　60 　〃　80

箕作飯山 野沢温泉村明石 野沢温泉村東大滝 1.5 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

箕作飯山 栄村白鳥 飯山市西大滝 0.8 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

箕作飯山 飯山市和水 飯山市上境（上境橋） 2.7 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

箕作飯山 飯山市上境（湯滝橋） 飯山市常郷戸狩字霧山 3.3 　〃　20 　〃　25
〃　80 　〃　100

奥志賀公園栄 木島平村上木島 栄村堺 47.5 　〃　20 　〃　25
〃　60 　〃　80

　一般県道計　　　　　　　　　　　　　　　16路線　20区間 180.9
　県管理道路計　　　　　　　　　　　　　　41路線　52区間 545.6

　　　　県内道路計　　　　　　　　　　　　　　　44路線　60区間 595.1


