令 和 4 年 9 月 29 日
防衛省 沖縄防衛局
内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所
西日本高速 道路株式会 社
報道関係各位
き

ん

E58 沖縄自動車道 金武IC 入口・出口の夜間閉鎖を実施します
（10 月 24 日夜～10 月 30 日朝）
～夜間閉鎖の時間帯は、国道 329 号を利用したう回にご協力をお願いします～
沖縄防衛局、内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所および NEXCO 西日本九州支社は、E58 沖縄自動車
道 金武インターチェンジ（IC）において沖縄防衛局が発注の『ハンセン（R2）橋梁上部工新設工事（その１）およ
び（その２）』の施工に伴い、金武 IC ランプの上空にて新設橋梁の足場解体作業を行うため、作業中の安全確保
を目的に夜間閉鎖を実施します。
夜間閉鎖の期間中は、国道 329 号へう回いただきますようお願いします。
高速道路をご利用のお客さまおよび沿道にお住まいの皆さまには、ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、工事へ
のご理解とご協力をお願いします。また、ご出発前には最新の交通情報をご確認のうえ、計画的にお出かけいた
だきますようお願いします。

1．夜間閉鎖概要
（1）日時

令和 4 年 10 月 24 日（月曜）夜から令和 4 年 10 月 30 日（日曜）朝まで 【6 夜間】
各日 22 時から翌朝 6 時まで
・規制は月曜～土曜の夜間のみで、日曜の夜間規制は致しません。
・気象や工事の進捗状況等により、規制実施日および日数が変更となる場合があります。

（2）工事場所

E58 沖縄自動車道 金武 IC ランプ

（3）規制内容

E58 沖縄自動車道 金武 IC 入口・出口の閉鎖

（4）作業内容

橋梁架設工事に伴う足場解体作業（沖縄防衛局）

（5）う回路

別紙『夜間閉鎖のお知らせ』をご参照ください。

（6）問い合わせ先

【工事に関すること】
沖縄防衛局
調達部 調達計画課
電話：098-921-8181(内線３２７)
【国道 329 号に関すること】
内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所
管理第一課
電話：0980-52-4350（代表）
【高速道路に関すること】
西日本高速道路(株)九州支社沖縄高速道路事務所
電話：098-876-8950（代表）
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足場解体作業に伴う夜間閉鎖のお知らせ
令和 4 年 10 月 24 日（月）夜～10 月 30 日（日）朝（6 夜間）
22 時 00 分～翌 6 時 00 分 金武 IC 入口・出口夜間閉鎖
≪昼間通行可≫
日曜は実施しません

緊急車両は通行可能
■カレンダー
：夜間閉鎖実施日（22 時～翌朝 6 時），

：予備日

※予備日：工事の進捗状況等により，夜間閉鎖を実施する場合があります。

2．位置図およびう回路案内

夜間閉鎖時に金武 IC のご利用を予定されているお客さまは、国道 329 号を利用したう回にご協力をお願いいたします。
う回路

距離

①屋嘉 IC～県道 88 号～国道 329 号～金武 IC 前
那覇方面 ～ 金武 IC 前交差点
許田方面 ～ 金武 IC 前交差点

所要時間

約 7.4km

約 10 分

②石川 IC～国道 329 号～金武 IC 前交差点

約 8.4km

約 12 分

③宜野座 IC～国道 329 号～金武 IC 前交差点

約 10.0km

約 15 分

交差点
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※高速道路ご利用時
区間
那覇方面 ～ 金武 IC
許田方面 ～ 金武 IC

距離

所要時間

屋嘉 IC ～ 金武 IC *

約 5.9km

約5分

石川 IC ～ 金武 IC

約 8.5km

約 10 分

宜野座 IC ～ 金武 IC

約 8.2km

約 10 分

*：屋嘉 IC⇔金武 IC 間のみのご利用はできません。

■屋嘉 IC についてのご注意
屋嘉 IC は、那覇方面からの出入りのみご利用になれます。許田
方面からの出入りはご利用になれません。

3．夜間閉鎖に伴う乗継料金調整について
夜間閉鎖に伴う料金調整はございません。ご利用になられた IC 間の料金をお支払いいただきます。
4．道路情報のお知らせ
■夜間閉鎖のご案内
◎沖縄防衛局 WEB サイト

https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/

◎北部国道事務所 WEB サイト

http://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/

※当日の高速道路の工事規制情報については、NEXCO 西日本サイト「工事規制・通行止めの予定」をご覧ください。
https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/
■お出かけ前に入手できる道路交通情報
◎日本道路交通情報センター（JARTIC）
・インターネットから
https://www.jartic.or.jp/からアクセスしてください。
・電話から
全国共通ダイヤル「050-3369-6647」，または携帯電話で「＃8011」におかけいただくと、最寄りのセンターに
つながります。
沖縄情報：050-3369-6647
◎アイハイウェイ
24 時間、高速道路の道路交通情報を提供しています。
下記のアドレスからアクセスしてください。
https://ihighway.jp/
（情報提供料は無料ですが、通信料はお客さまのご負担となります。）
■走行中に入手できる道路交通情報および休憩施設等で入手できる交通情報
◎道路情報板
◎ハイウェイ情報ターミナル（主な SA 等で渋滞情報をテレビ画面等でわかりやすくお知らせします。
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5．お客さまからのお問い合わせ先
◎工事に関するお問い合わせ
沖縄防衛局

ＴＥＬ：098-921-8181 （内線３２７）

受付時間 平日 9 時 00 から 17 時 00 まで
ただし、工事実施日は工事終了時刻まで受け付けます。

◎通行料金等に関するお問い合わせ
ＮＥＸＣＯ西日本 お客さまセンター（年中無休・24 時間）

※ＩＰ電話等一部のフリーダイヤルがご利用できない場合があります。
その場合は、
電話のお掛け間違いが大変多くなっています。上記以外の電話番号はございません。
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。
※工事の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内します。

この件に関するお問い合わせは、
沖縄防衛局 調達部 調達計画課
TEL：098-921-8181 (内線 327)
内閣府沖縄総合事務局 北部国道事務所 管理第一課
TEL：0980-52-4350（代表）
ＮＥＸＣＯ西日本 九州支社 広報課

ふかま つ

お

の

担当：深松、小野

ＴＥＬ ： 092-260-6100（マスコミ専用）
※本資料は、国土交通省九州記者会、九州建設専門記者クラブおよび沖縄県政記者クラブにお配りしてい
ます。
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