
雪道走行での雪道走行での

スピードは
控えめに!!
冬道は危険がいっ
ぱい。スピードは控
えめに、ゆとりある
運転をしましょう。

あせりは禁物
早めの出発!!
冬道はあせりや無
理な運転は禁物。
余裕を持って早め
に出発しましょう。

十分な
車間距離!!
冬道はスリップし
やすいので十分な
車間距離をとり、安
全運転に努めま
しょう。

スピード

ダウン!!

●この印刷物は60,800部作成し、印刷経費は1部当たり13.7円です。

道路の異状を発見したら… へ、ご一報ください。

●青森県内の国道・県道・みちのく有
料道路の雪や災害による緊急規制
（通行止め）情報
●ライブカメラ情報、ドライビングウェザーCH
●県内渋滞情報（青森市、弘前市、八戸市）
※（公財）日本道路交通情報センター
●公共交通情報（バス、鉄道、航空、フェ
リーなど）
●気象情報（青森県内の警報・注意報、
冬期間のみ雪情報）
●冬期閉鎖路線情報（冬期間のみ提供
しております。）

!!

●通報は、無料です。
●異状箇所特定のため、道
　路名、進行方向、キロポス
　ト、周辺の施設名等をご確
　認いただきますようお願い
　致します。
●事故情報は、警察（110
　番）へ連絡してください。　
●道路交通法により運転中
　の通話は禁止されていま
　す。安全な場所に停車して
　おかけください。　
●ダイヤル式電話ではご利
　用になれません。

（公財）日本道路交通情報センター
　　　　　　　　　青森センター

〒030-0822　青森市中央3-20-12  TEL：050-3369-6602
〔#8011（携帯短縮）〕

東青地域県民局地域整備部
中南地域県民局地域整備部
三八地域県民局地域整備部
西北地域県民局地域整備部
　　鰺ヶ沢道路河川事業所
上北地域県民局地域整備部
下北地域県民局地域整備部

青森県庁道路課
道路課ホームページ

青森県道路公社（その他の有料道路）

国土交通省青森河川国道事務所
　　　　 青森地区国道維持管理室

　　　　 弘前国道維持出張所
　　　　 八戸国道出張所

　　　　 十和田国道維持出張所

東日本高速道路株式会社 東北支社
　　　　　　　　 青森管理事務所
　　　　　　　　 八戸管理事務所

〒030-0943　青森市幸畑唐崎76-4
〒036-8345　弘前市蔵主町4
〒039-1101　八戸市尻内町鴨田7
〒037-0046　五所川原市栄町10
〒038-2761　西津軽郡鰺ヶ沢町舞子町鳴戸384-37
〒034-0093　十和田市西十二番町20-12
〒035-0073　むつ市中央1-1-8
〒030-8570　青森市長島1-1-1
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/doro

 TEL：017-728-0200
 TEL：0172-32-1131
 TEL：0178-27-5111
 TEL：0173-34-2111
 TEL：0173-72-3135
 TEL：0176-22-8111
 TEL：0175-22-8581
 TEL：017-734-9657

〒030-0801　青森市新町2-4-1 青森県共同ビル8F  TEL：017-777-7331
㈱津軽岩木スカイライン 〒036-1345　青森県弘前市大字常盤野字黒森56-2  TEL：0172-83-2314

〒030-0822　青森市中央3-20-38
〒030-0822　青森市中央3-20-38
〒036-8093　弘前市大字城東中央5-6-10
〒039-1164　八戸市下長一丁目5-4
〒034-0001　十和田市大字三本木字北平147-475

〒038-0043　青森市岩渡熊沢250-259
〒039-1114　八戸市北白山台5-5-1

 TEL：017-734-4521
 TEL：017-734-4530
 TEL：0172-28-1315
 TEL：0178-28-1613
 TEL：0176-23-7138

 TEL：017-782-1431
 TEL：0178-27-2100

青森の道路情報満載サイトです!青森の道路情報満載サイトです!

除雪車で寄せた雪を道

路に返したり、各家庭の

雪を道路に押し出した

りしないで下さい。

除雪及び排雪作業は交通

渋滞をひきおこさないた

めに、交通量の少なくなっ

た、夜間早朝に行われます

のでご理解ください。

除雪及び排雪作業を、迅

速・安全に進めるために

一時通行止めにすること

があります。ご理解とご協

力をお願いします。

道路に雪を捨てないでください。

路上駐車はやめましょう。

深夜作業にご理解を。

作業中の除雪車には30m以内に近寄らないでください。

通行規制にご協力を。

除雪作業は道路の左右に雪を寄せることを

基本としていますが、作業上、多少の寄せ雪

が残ってしまい、処理に多くの労力と経費

を要するため大変困難です。寄せ雪につい

ては、皆様のご協力が不可欠です。各ご家庭

やご近所で協力し合い、除雪をして下さる

ようご理解とご協力をお願いします。

寄せ雪処理にご協力を。

●散布は早朝や夕方の時間帯に、坂道、急カーブ、
　交差点部、橋梁、トンネル出入り口を中心に
　行っています。

●凍結抑制剤を散布しても、効果の持続性はその
　日の気温、日照時間等により異なります。気温
　が低い日や深夜は特に注意して運転しましょう。

●散布後に急な降雪や気温低下があると抑制
　効果が低減しますので、降雪時には特に注意し
　て運転しましょう。
　 ※凍結抑制剤は主に塩化ナトリウムを使用しています。

不用意にブレーキを踏むと
確実にスリップする。 急ブレーキダメ！！

除雪車は重機械であり、前後10m位

は死角となります。また、雪の中に

混じっている砕石、ガラス等が飛

び散る場合もありますので、

30m以内には近寄らないよ

うにお願いします。

NO!

30m

音声ガイドにしたがって、
上記から道路の番号を選択してください。

パソコン
サイト

ケータイサイト スマホサイト

http://www.koutsu-
aomori.com

http://aomori.cc
/road/

http://aomori.cc
/road/sp/

全メーカー
対 応

全メーカー
対 応

凍結抑制剤について

2 0 2 2 ～ 2 0 2 3   S A F E  W I N T E R  D R I V I N G  G U I D E

5つの注意

路上の駐停車は除雪の妨げに

なります。決められた場所以外

での駐停車はやめましょう。

また、故障などでやむをえず路

上におくときは、赤旗などの目

印を立ててください。

雪道は
危険がいっぱい！
今年の冬も安全
運転に心掛けで
ござる。

発進時は、ゆっくりと慎重に!!3

カーブ手前で十分に減速を!!4

怖い坂道!!5
急ブレーキ
は危険!!
ブレーキングは、
ゆっくり丁寧に、余
裕を持って早めの
減速を心がけま
しょう。

急ハンドル
は危険!!
スピンの原因に
なります。ゆとり
を持ったハンドル
操作を心がけま
しょう。

急加速は
危険!!
タイヤが空回りす
る原因になりま
す。慎重なアクセ
ル操作を心がけま
しょう。

アクセルを踏まなくてもゆっくりと動き出す
現象を最大限利用し、タイヤが空転しない
よう加速する。

通常よりエンジン回転数を
抑えて発進し、動き出した
ら早めにシフトアップする。

●カーブでは、遠心力がクルマをカーブの外
に飛び出させようとします。それを防ぐの
がタイヤと路面の摩擦力です。遠心力は、
クルマの速度が速くなるほど強くなりま
す。

●冬道は、タイヤと路面の摩擦力が極端に少
なくなり、カーブの外に飛び出しやすくな
りますので特に注意が必要です。カーブに
入る前に十分に減速する「スロー・イン」
で安全走行をしましょう。

●下り坂の途中でブレーキを強く踏んだり、
不用意にシフトダウンするとスリップを
まねきます。下りに入る前に、十分な減速
と、適切なギアにシフトダウンをして、エ
ンジンブレーキを効かせながら下りま
しょう。

●上り坂の途中でシフトダウンしたり加
速すると、登れなくなったり、尻振りス
リップをまねきます。上りに入る前に、
あらかじめ適切なギアにシフトダウン
しましょう。

2022～2023

道路の異状を発見したら… へ、ご一報ください。無料

無料

http://www.mlit.go.jp/road/soudan/index.html
本冊子の無断転載・転売行為は禁止しております。

パソコン・携帯電話・スマートフォンで利用可能です。

青森県管理道路の通行規制情報を
　 Twitterでお知らせ!!

通知する内容は、異常気象、雪及び災害による通行止めについて

右のQR
コードから
フォロー
しよう！

青森県道路課の公式アカウント
青森県道路課（通行規制情報）
@aomoriken_douro

「急」な運転は危険!!2

除雪作業員も
一生懸命頑張って
いるでござるよ！

4WD車でも制動距離は2WD車と同じです。
過信しないよう気をつけてください。

ゆとりで走ろう、心と時間と車間距離!!1

「冬将クン（ふゆしょうくん）」


