硯上の里おがつ

宮城県石巻市雄勝町下雄勝二丁目5番地
宮城県

おながわ

宮城県牡鹿郡女川町女川二丁目66番地

一般国道398号

単独

令和3年度
宮城県

さんさん南三陸

宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町200-1

一般国道398号

単独

令和3年度
福井県

越前おおの
荒島の郷

福井県大野市蕨生第137号21番地1

一般国道158号

一体

令和3年度
南えちぜん山海里 福井県南条郡南越前町牧谷39-2-2

一般県道
中小屋武生線

単独

令和3年度

岩手県

約19.5㎞

NEXCO東日本
利府しらかし台IC～富谷JCT

宮城県

約5.8㎞

NEXCO東日本
常磐自動車道

相馬IC～新地IC

福島県

約6.0㎞

NEXCO東日本
磐越自動車道

会津坂下IC～西会津IC

福島県

約1.7㎞

NEXCO東日本
三川IC～安田IC

新潟県

約3.2㎞

NEXCO東日本
勢和多気JCT～大宮大台IC

三重県

約10.9㎞

NEXCO中日本
みなべIC～南紀田辺IC

和歌山県

約2.2㎞

NEXCO西日本
米子西IC～安来IC

鳥取県・島根県

約6.6㎞

NEXCO西日本
岡山自動車道

賀陽IC～有漢IC

岡山県

約4.5㎞

NEXCO西日本
米子自動車道

江府IC～溝口IC

鳥取県

約3.4㎞

NEXCO西日本
築城IC～椎田南IC

福岡県

約7.7㎞

NEXCO西日本
東九州自動車道

大分宮河内IC～臼杵IC

大分県

約6.8㎞

NEXCO西日本
東九州自動車道

高鍋IC～西都IC

宮崎県

約4.7㎞

NEXCO西日本

も大きく変化した。インターネット

スクの回避から国民の生活スタイル

出張などの制限が継続され、感染リ

言により海外渡航、国内外の旅行や

活に大きな影響が出て、緊急事態宣

鎖されるなど国民一人一人の社会生

経過した。当初、大規模に学校が閉

宣言が出てから１年が

国内で初めて緊急事態

の感染拡大を受けて、

新型コ ロ ナ ウ イ ル ス

た道路の使い方につい

ロナ禍をきっかけとし

利用する方も増加し、コ

して二輪・四輪自動車を

ロナウイルス感染対策と

多くなったことや新型コ

て自転車を利用する方が

中、通勤・通学などの移動手段とし

によるテレワークなども定着する

には同時期に本格化した働き方改革

割は、益々重要になっている。さら

た生活物資の物流を支える道路の役

ところでは、最低限の移動と密を避

ＡＩ画像処理技術を活用した
道路情報の収集・提供を開始

《今回》

これまで通報や手動での

カメラ確認など人の手に頼

っていた異常事象の検知

ＮＥＸＣＯ西日本は、道 集・提供に取り組むとして を、新たにＡＩ画像処理技

術を活用して自動化する。

従来は、管制センターの 検知結果を人間がチェック

路管制センターにおいて、 いる。

テストは、道内の高速道路 る写真

への親しみの醸成や北海道 ▽賞品

の魅力的な風景の発信を目 ・最優秀賞（１名）：旅行

的として、２００８年から 券３万円分

開催しているイベントで、 ・春賞・夏賞・秋賞・冬賞

これまで延べ６，０００点 （各１名）：旅行券１万円

の作品を応募があった。北 分

年目を迎える今年は、特 て５作品を「共通賞」とし

海道に高速道路が誕生して ※このほか、両部門あわせ

周年賞」を設け、受賞 として旅行券５，０００円

別賞として「北海道高速道 て選出し、受賞者には賞品

路

日（木）か

者の 名には、応募作品が 分を進呈する。

プリントされたクオカード 《募集期間》

月

日（金）まで

令和３年４月

ら

の流れ】

ターのスタッフに通知され 速道路の四季フォトコンテ 日本が管理する道内の高速 応募フォーマットに写真の

部となった写真

必要事項を記入した応募用

▽郵送

スト」を開催する。本コン 道路・休憩施設が風景の一 データを添付して送信。

る。

道路管制センターで ▽管制センターのスタッフ

は、利用者からの通報 が実際のカメラ映像と通知 することで、精度向上を図 ▽賞品

万円分

たＣＤ‐Ｒを、本コンテス

周年記 令和４年２月（予定）

《結果発表》

・優秀賞（２名）：旅行券 ト事務局宛てに郵送。

に向けた運用上の課題を抽 券

などを受け、カメラ映 内容を比較し、道路情報板 るとともに、本格的な展開 ・最優秀賞（１名）：旅行 紙と写真のデータを記録し

像を目視確認すること の表示等に反映する。

で事故や落下物などの ▽通知内容とカメラ映像の 出する。

５万円分

４月からの運用開始とあ ・北海道高速道路

異常事象を認知し、道 確認結果に差異があった場 【今後の展開】

受賞者あてに連絡すると

周年ロゴ入りクオカード ともに、ＮＥＸＣＯ東日本

た、車両感知器やプロ ▽先行地区での運用期間中 走など）や環境条件に応じ ＋オリジナルノベルティ

表する。また、受賞作品の

のホームページで結果を発

拡大（低速走行・蛇行・逆

ラジオ等を通して利用 にフィードバックされ再学 わせて、検知可能な事象の 念賞（ 名）：受賞作品＆

路情報板やハイウェイ 合には、ＡＩ画像処理装置

50

ーブデータにより渋滞 に、様々な環境条件（天候 た設定の最適化などを検討 ②「北海道の四季」部門

者へ提供している。ま 習する。

50

道路情報を 時間体制で収

集・提供し、常に交通の安 スタッフが手動でカメラを する仕組みとすることで、

全確保に努めている。この 選択し映像を目視確認して 情 報 提 供 の 半 自 動 化 を 行
度、新たにＡＩ画像処理技 いたが、今回の取り組みで う。

術を活用した道路情報の収 は、カメラ映像を画像処理 【画像処理システムの運用
することで異常（車両 方法】

停止など）を検出し、 ▽高速道路上に設置されて

などを進呈する。

《募集部門と賞品》

▽インターネット

回北海道高 ▽対象作品：ＮＥＸＣＯ東 専用サイトにアクセスし、

ＮＥＸＣＯ東日本北海道 部門

①「高速道路のある風景」 《応募方法》

31

スタッフに通知する。 い る 既 設 カ メ ラ 映 像 を 、

これにより、従来より 「ＡＩ画像処理装置」に接

も迅速な道路情報の収 続し、画像処理を行う。車

両停止、落下物、渋滞を検

12

22

50
《従来》

【道路情報収集・提供 知した場合、道路管制セン 支社は、「第

集・提供を目指す。

https://www.driveplaza.com/trip/area/hokkaido/event/photocon.html

グを継続する方も多く、今まで通っ

不足などで、近場の散歩やランニン

が１年続く状況下における国民の不

わったことは間違いなく、コロナ禍

ことで国民のインフラへの意識が変

道、生活道路を安心して利用できる

報提供、渋滞などの経済損失をなる

を活用した安全・安心を確保する情

方法の整理・創意工夫。ＩＣＴ技術

維持管理・更新に必要な財源の負担

増え、近年の気候変動

有の大災害は近年更に

を一瞬にして奪う未曾

た。国民の生活・財産

プ体制、日頃からの連携強化など、

ける災害時の情報共有やバックアッ

懸念されており、道路管理者間にお

型コロナウイルスの変異株の流行が

なる連携・協力であろう。今後、新

番重要なことは、道路管理者間の更

ぞれの北海道らしさを感じ

を自動検知し、渋滞長 や昼夜間による違い）での し、今後、随時他区間への ▽対象作品：春夏秋冬それ 展覧会を開催する。

や所要時間情報を提供 検知を行い、継続的に学習 展開を進めていく。

たことのない道や地元の生活道路を

している。

通して新たな発見など経験している

べく少なくするための有料道路等に
の対応としての維持管理の技術の継

おける賢い使い方の促進。老朽化へ

安も道路が支えている事は紛れもな

承など、国難と呼べるこの時代、一

い事実であろう。
年が経過し

また、東日本大震災

による災害の激甚化・多発化と継続

国内の道路はすべて繋がっているこ

発生から

えることは、このインターネットの

するウィズコロナ時代に道路が果た

重要な時代
急激な普及による情報ネットワーク

せる役割と賢い使い方に更なる工夫

の力を結集することが重要になる。

とを改めて再認識し、道路管理者間

が必要となっている。
改めてまだまだ必要な道路整備・

12

24

に応える形で道路のネットワーク整
速道路や国道等の一般道路、自転車

50

50

10

50

約86㎞
合計

方も多いと思う。このコロナ禍に言

東九州自動車道（椎田道路）
備・管理も行われてきたことで、高

更なる連携強化が

での買い物も増え、宅配便などの利

けることを目的としたテレワークな

なる時代になってきている。身近な

そんな中、現在主流となっている

る。

ても、この大きな転換が当たり前に

高速道路会社への事業許可

用も増加している状況は続いてい

(注）道の駅の整備手法には、道路管理者と市町村長等で整備する「一体型」と市町村で全て整備を行う「単独型」の2種類あり、
上表「整備手法」欄では、「単独」「一体」と記載している。

なるべく在庫は持たないという「ジ

長期通行規制が予定されている大規模修繕箇所（トンネルインバート設置工事に伴う迂回路として4車線化を実施）。
※

国土交通省は、３月 日に道路整備特別措置法第３条に基

北上西IC～湯田IC
仙台北部道路

山陰自動車道（安来道路）

54

宮城県

づき、国土交通大臣より高速道路会社へ事業許可を行った。

秋田自動車道

阪和自動車道

令和3年度

「道の駅」 第 回 登 録
NEXCO東日本

紀勢自動車道

単独

青の国ふだい

福井県

※

令和3年度
岩手県

村道
駅前1号線
県道238号
釜谷大須雄勝線
岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋5番地3

「第12回北海道高速道路の
四季フォトコンテスト」開催

【工事通行止め】
◇西九州自動車道 佐世保中央IC ～佐世保みなとIC
令和３年９月頃～令和８年３月頃 各日20：00 ～翌朝６：00
【工事規制】
◇東北自動車道 安代IC ～鹿角八幡平IC
５月25日（火）～８月15日（日）
◇東名高速道路 三ヶ日JCT ～音羽蒲郡IC
５月10日（月）０：00 ～５月22日（土）６：00
◇中央自動車道 中津川IC ～園原IC
５月10日（月）６：00 ～８月６日（金）24：00
◇中央自動車道 諏訪IC ～諏訪南IC
５月18日（火）６：00 ～７月16日（金）22：00
◇中国自動車道
佐用IC ～作東IC ７月１日～８月上旬、８月中旬～ 12月下旬
作東IC ～美作IC ５月10日～８月上旬、８月中旬～ 12月中旬
落合JCT ～北房JCT ５月10日～ 11月下旬
北房JCT ～大佐スマートIC ５月10日～ 11月下旬
北房IC ～新見IC ５月10日～ 11月下旬
東城IC ～庄原IC ４月12日～ 12月上旬
庄原IC ～三次東JCT・IC ５月10日～７月上旬
三次IC ～高田IC ５月10日～ 11月中旬
高田IC ～千代田JCT ５月10日～ 11月下旬
戸河内IC ～吉和IC ４月12日～ 11月下旬
六日市IC ～鹿野IC ４月19日～ 11月中旬
鹿野IC ～徳地IC ５月10日～ 11月中旬

事業主体
約3.2㎞

磐越自動車道

単独

羊のまち
侍・しべつ

どが長く続いていることによる運動

高速道路の主な工事に伴う通行止め・規制情報

延長
北海道

事業区間名

令和3年度
北海道

ャストインタイム」における安定し

10

7駅が登録され、全国で1,187駅に！

30

都道府県等
トマムIC～十勝清水IC
道東自動車道

一体
一般国道40号

駅名

北海道士別市大通東5丁目440番地23

整備手法 オープン予定
路線名
設置箇所
都道府県

第617号

（第３種郵便物認可）
（令和３年４月号）

道 路 ニ ュ ー ス
令和３年４月１５日

（3）

