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緊急事態宣言下

（GW）
お盆 R2.9  4連休 R2.11

第3週目（休日）※
R2.11

第4週目（休日）※
R2.12

第1週目（休日）※
R2.12

第2週目（休日）

主要国道（県境付近）の休日日当たり平均交通量の前年度比推移（％）

小型（前年度比） 大型（前年度比）

主要国道（県境付近）の休日日当たり平均交通量の前年度比推移

1

○交通量前年度比の推移

※岐阜県国道19号「中津川」は、異常値検出のためデータ除外

集計対象期間 緊急事態宣言下
（GW） お盆 R2.9 4連休 R2.11

第3週目（休日）
R2.11

第4週目（休日）
R2.12

第1週目（休日）
R2.12

第2週目（休日）
令和元年 4/29・5/4～5 8/12～18 9/21～23 11/23～24 11/30～12/1 12/7～8 12/14～15
令和2年 4/29・5/2～3 8/10～16 9/19～22 11/21～22 11/23、28～29 12/5～6 12/12～13

R2.10.1
全地域対象

R2.7.22 開始（東京都除く） R2.11.24
札幌市・大阪市着対象外
（R2.11.27 上記同市発対象外）

GoToトラベル事業

集計対象箇所等のデータは次頁以降添付

R2.12.14
名古屋市発着対象外



令和2年12月2週目 主要国道（県境付近）の交通状況 （対前年比）

〇前年度との県境付近交通量の比較（北海道・沖縄除く）

2

※異常値検出のため、
11月期データは除外

※

全国29地点
平日 休日

全車 98.2% 93.3%
小型車 97.3% 92.6%
大型車 101.2% 97.9%

12月1週目
対前年度交通比（％）

平日 休日
全車 97.4% 91.6%
小型車 96.6% 90.9%
大型車 100.1% 97.9%

12月2週目
対前年度交通比（％）



参考：観測点別 日当たり交通量（12月1週目）

※単位は台、（）内は対前年度比
※前年度との交通量と比較して、１００％を超えた場合：緑、９０％以下の場合：赤としている

（参考）北海道・沖縄

3

※岐阜県国道19号「中津川」は、異常値検出のため、データは除外

18,754 17,466 15,445 15,821 3,309 1,645

(93.0%) (96.3%) (92.3%) (97.1%) (96.3%) (88.9%)

34,441 30,768 27,328 26,846 7,112 3,923

(97.2%) (92.8%) (97.3%) (92.6%) (96.8%) (94.7%)

北海道 国道12号 ー 砂川

北海道 国道36号 ー 恵庭

40,389 38,251 36,497 35,932 3,891 2,319

(96.8%) (94.0%) (96.1%) (93.5%) (104.7%) (102.4%)

29,707 27,881 27,190 26,444 2,517 1,437

(96.4%) (91.0%) (98.3%) (92.5%) (80.1%) (70.4%)

沖縄県 国道58号 ー 宜野湾BP

沖縄県 国道331号 ー 小禄

都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

15,163 13,400 11,486 11,702 3,677 1,698

(100.1%) (93.2%) (99.1%) (91.7%) (103.5%) (104.6%)

44,825 39,139 36,265 34,824 8,561 4,315

(95.2%) (91.8%) (95.5%) (91.9%) (94.1%) (91.3%)

22,911 21,272 21,447 20,528 1,464 744

(100.1%) (97.8%) (100.2%) (97.8%) (98.6%) (96.2%)

15,807 16,448 12,449 15,070 3,358 1,378

(95.4%) (91.0%) (95.2%) (91.3%) (96.0%) (87.8%)

30,649 27,097 23,182 23,853 7,467 3,245

(98.1%) (91.3%) (97.6%) (89.9%) (99.9%) (102.8%)

13,680 12,377 11,399 11,367 2,281 1,011

(99.7%) (97.9%) (98.8%) (97.4%) (104.7%) (104.1%)

34,220 34,360 28,987 32,146 5,234 2,214

(87.1%) (90.2%) (87.2%) (90.4%) (86.3%) (87.5%)

5,240 5,548 3,536 4,489 1,704 1,060

(103.3%) (97.4%) (101.2%) (96.3%) (107.8%) (102.3%)

35,868 29,390 30,472 27,217 5,396 2,173

(101.5%) (98.1%) (101.8%) (97.5%) (99.7%) (107.4%)

13,038 12,975 8,318 10,888 1,110 526

(101.3%) (90.9%) (99.2%) (88.9%) (105.4%) (85.5%)

- - - - - -

30,668 31,554 18,671 26,907 11,997 4,647

(98.7%) (98.6%) (98.4%) (99.2%) (99.1%) (94.9%)

13,766 13,610 12,466 12,907 1,300 703

(96.9%) (97.8%) (96.4%) (97.7%) (101.9%) (99.9%)

元町

三重県 国道42号 和歌山県 熊野

国道8号 福井県 熊坂

静岡県 大磯

福島県 国道６号 茨城県 勿来

岐阜県 国道19号 長野県 中津川

静岡県 国道1号

新潟県 国道7号 山形県 府屋

富山県 国道8号 石川県 下田

石川県

愛知県

岩手県 国道４号 宮城県 一関

宮城県

栃木県 国道４号 福島県 矢板

群馬県

国道４号 福島県 岩沼

秋田県 国道７号 山形県 本荘

国道17号 新潟県 沼田

神奈川県 国道1号

R2
(11/30～12/6)

R2
(11/30～12/6)

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(11/30～12/6)

都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

8,315 8,204 3,385 6,206 4,930 1,998

(98.3%) (97.6%) (98.6%) (99.1%) (98.0%) (93.1%)

43,130 39,476 30,164 33,689 12,966 5,787

(99.1%) (93.6%) (97.8%) (91.9%) (102.1%) (104.9%)

46,396 42,747 24,055 32,790 22,341 9,958

(103.3%) (88.1%) (100.4%) (86.4%) (106.5%) (94.0%)

23,802 25,395 20,786 23,941 3,016 1,455

(97.9%) (91.6%) (97.5%) (91.3%) (101.2%) (96.5%)

20,089 18,659 16,899 16,722 3,190 1,937

(98.9%) (96.4%) (98.1%) (95.8%) (103.6%) (102.1%)

33,652 29,120 25,853 24,942 7,799 4,178

(97.5%) (93.5%) (96.7%) (92.5%) (100.5%) (99.6%)

8,881 8,778 6,507 7,615 2,374 1,163

(97.7%) (95.3%) (96.9%) (95.3%) (99.9%) (95.0%)

12,794 12,817 8,805 10,402 3,874 2,188

(96.4%) (87.3%) (96.6%) (84.2%) (108.5%) (103.0%)

7,610 8,353 3,669 6,310 3,941 2,043

(102.5%) (100.6%) (101.1%) (99.4%) (103.9%) (104.3%)

14,465 13,231 10,190 11,626 4,275 1,605

(101.8%) (94.3%) (100.2%) (92.8%) (105.6%) (107.5%)

21,745 24,644 17,650 22,561 4,095 2,083

(99.9%) (89.2%) (98.2%) (88.3%) (108.2%) (100.5%)

9,389 10,361 6,987 9,227 2,402 1,134

(101.3%) (99.0%) (100.1%) (99.1%) (105.0%) (98.5%)

21,044 19,958 15,745 17,517 5,150 2,370

98.2% 93.3% 97.3% 92.6% 101.2% 97.9%
全体平均（北海道・沖縄除く）

国道202号 佐賀県 二丈福井

大分県 国道210号 福岡県 日田

国道25号 三重県 米谷

和歌山県 国道26号 大阪府 平井南

熊本県 国道3号 福岡県 鹿北

福岡県 国道10号 大分県 太平

福岡県

香川県 国道11号 徳島県 引田

愛媛県 国道11号 香川県 丹原

島根県 国道９号 鳥取県 東出雲

広島県 国道２号 岡山県 大門

福井県 国道8号 滋賀県 坂ノ下

兵庫県 国道2号 岡山県 揖保川

奈良県

R2
(11/30～12/6)

R2
(11/30～12/6)

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(11/30～12/6)



都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

8,328 7,407 3,438 5,378 4,890 2,030

(92.9%) (88.3%) (91.0%) (84.4%) (94.3%) (100.7%)

43,827 39,663 30,606 33,785 13,221 5,878

(98.6%) (91.0%) (96.7%) (88.8%) (103.3%) (105.6%)

46,768 43,322 24,420 33,151 22,348 10,171

(97.8%) (86.5%) (95.4%) (84.5%) (100.5%) (93.8%)

24,016 26,239 20,985 24,882 3,031 1,357

(98.0%) (91.2%) (98.0%) (91.0%) (98.2%) (95.4%)

20,403 18,441 17,181 16,655 3,222 1,786

(98.2%) (93.0%) (97.5%) (92.6%) (101.9%) (97.5%)

33,995 28,722 26,110 24,808 7,885 3,914

(97.0%) (91.9%) (96.3%) (91.1%) (99.5%) (97.3%)

8,823 8,390 6,491 7,232 2,332 1,158

(95.2%) (90.8%) (94.5%) (89.7%) (97.1%) (98.5%)

13,260 13,193 9,027 10,787 4,120 2,180

(99.7%) (90.4%) (95.3%) (87.9%) (110.5%) (102.1%)

7,773 8,340 3,782 6,341 3,991 1,999

(102.7%) (98.1%) (101.9%) (95.3%) (103.4%) (107.9%)

14,638 13,376 10,358 11,750 4,280 1,626

(102.1%) (96.3%) (100.5%) (94.3%) (106.2%) (113.9%)

22,082 25,242 18,089 23,168 3,993 2,074

(94.7%) (84.5%) (93.1%) (83.5%) (102.8%) (97.3%)

9,350 9,807 7,037 8,716 2,313 1,091

(98.8%) (91.5%) (98.4%) (90.3%) (100.0%) (102.2%)

22,223 20,762 16,836 18,333 5,382 2,421

97.4% 91.6% 96.6% 90.9% 100.1% 97.9%

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(12/7～12/13)

R2
(12/7～12/13)

R2
(12/7～12/13)

福井県 国道8号 滋賀県 坂ノ下

兵庫県 国道2号 岡山県 揖保川

奈良県

島根県 国道９号 鳥取県 東出雲

広島県 国道２号 岡山県 大門

香川県 国道11号 徳島県 引田

愛媛県 国道11号 香川県 丹原

熊本県 国道3号 福岡県 鹿北

福岡県 国道10号 大分県 太平

福岡県

全体平均（北海道・沖縄除く）

国道202号 佐賀県 二丈福井

大分県 国道210号 福岡県 日田

国道25号 三重県 米谷

和歌山県 国道26号 大阪府 平井南

参考：観測点別 日当たり交通量（12月2週目）

※単位は台、（）内は対前年度比
※前年度との交通量と比較して、１００％を超えた場合：緑、９０％以下の場合：赤としている 4

（参考）北海道・沖縄
20,228 16,658 16,693 15,126 3,535 1,532

(95.6%) (89.4%) (94.0%) (89.5%) (103.9%) (87.8%)

34,604 30,741 27,465 27,060 7,138 3,681

(94.5%) (89.4%) (93.9%) (89.4%) (96.8%) (88.9%)

北海道 国道12号 ー 砂川

北海道 国道36号 ー 恵庭

40,790 39,381 36,764 36,896 4,026 2,485

(95.4%) (94.3%) (94.5%) (94.1%) (104.1%) (97.0%)

30,187 29,251 27,741 27,890 2,446 1,361

(94.5%) (93.3%) (96.0%) (94.5%) (80.5%) (73.2%)

沖縄県 国道58号 ー 宜野湾BP

沖縄県 国道331号 ー 小禄

都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均 平日平均 休日平均

15,024 13,393 11,290 11,777 3,735 1,616

(95.8%) (91.8%) (94.5%) (90.9%) (99.8%) (98.9%)

45,657 38,601 36,966 34,432 8,691 4,169

(95.1%) (89.7%) (95.0%) (90.0%) (95.5%) (87.7%)

23,640 21,807 22,201 21,208 1,439 600

(98.7%) (103.7%) (98.5%) (103.9%) (101.8%) (96.7%)

15,863 16,944 12,519 15,602 3,344 1,342

(93.7%) (92.4%) (93.7%) (92.7%) (93.5%) (88.7%)

31,033 27,277 23,591 24,137 7,442 3,140

(97.4%) (92.0%) (97.4%) (91.2%) (97.5%) (98.5%)

13,661 12,244 11,394 11,257 2,266 987

(98.5%) (93.4%) (97.1%) (92.7%) (105.8%) (101.4%)

36,420 38,659 31,437 36,399 4,983 2,260

(94.4%) (92.9%) (96.0%) (93.5%) (85.6%) (83.6%)

5,290 4,949 3,595 3,974 1,694 975

(95.0%) (84.5%) (92.2%) (82.3%) (101.6%) (94.9%)

36,384 28,208 30,963 26,350 5,422 1,859

(99.8%) (94.0%) (99.7%) (93.7%) (100.5%) (98.3%)

13,244 12,506 8,507 10,492 4,738 2,014

(98.5%) (83.9%) (95.7%) (81.5%) (104.1%) (98.6%)

43,297 38,001 36,092 34,947 7,206 3,054

(99.5%) (94.2%) (98.1%) (93.4%) (106.7%) (104.0%)

31,248 31,614 19,106 26,633 12,141 4,981

(98.4%) (95.5%) (97.3%) (94.1%) (100.1%) (103.7%)

13,766 13,480 12,548 12,797 1,218 684

(95.0%) (91.7%) (94.7%) (91.5%) (99.0%) (95.1%)

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(12/7～12/13)

R2
(12/7～12/13)

R2
(12/7～12/13)

岩手県 国道４号 宮城県 一関

宮城県

栃木県 国道４号 福島県 矢板

群馬県

国道４号 福島県 岩沼

秋田県 国道７号 山形県 本荘

国道17号 新潟県 沼田

神奈川県 国道1号 静岡県 大磯

福島県 国道６号 茨城県 勿来

岐阜県 国道19号 長野県 中津川

静岡県 国道1号

新潟県 国道7号 山形県 府屋

富山県 国道8号 石川県 下田

石川県

愛知県 元町

三重県 国道42号 和歌山県 熊野

国道8号 福井県 熊坂


