
令和2年9月4連休 主要国道（県境付近）の交通状況 （対前年比）

〇前年度との交通量の比較

※SW：R2.9月4連休およびR1.9月3連休

※

【GW】対緊急事態宣言下
交通量比

（R2.9.19～22/
GW：R2.4.29・5/2～3）
全車 175.1％

小型車 185.0％

大型車 120.1％

【SW】対前年度交通量比
（R2.9.19～22/R1.9.21～23）

全車 108.9％

小型車 110.6％

大型車 95.8％

日程 緊急事態宣言下（GW） お盆 SW
令和元年 4/29・5/4～5（3日間） 8/12～8/18（7日間） 9/21～9/23（3日間）
令和2年 4/29・5/2～3（3日間） 8/10～8/16（7日間） 9/19～9/22（4日間）

2,096 2,354 2,517
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令和2年度 都道府県境主要一般国道

日平均交通量の推移（台/日）

大型 小型 全車（前年度比）

約13,800

約21,100 約24,100



参考：観測点別 日当たり交通量（対前年度SW）

※（）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

都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点

14,654 12,841 1,813

(99.0%) (98.1%) (106.0%)

41,582 37,417 4,165

(97.0%) (97.4%) (93.5%)

21,940 21,308 632

(104.2%) (105.0%) (84.1%)

17,939 16,850 1,089

(98.1%) (99.6%) (79.7%)

29,769 26,873 2,896

(102.5%) (103.6%) (93.5%)

14,375 13,420 955

(103.3%) (104.1%) (93.2%)

42,048 39,559 2,489

(103.6%) (104.4%) (91.6%)

9,484 8,604 879

(117.7%) (122.2%) (86.3%)

32,769 30,914 1,855

(105.7%) (107.9%) (78.5%)

15,450 13,502 1,948

(98.6%) (99.8%) (90.9%)

47,115 43,872 3,243

(111.1%) (112.4%) (96.0%)

32,930 27,384 5,546

(102.3%) (103.1%) (98.2%)

15,117 14,331 786

(116.4%) (116.1%) (121.3%)

静岡県 大磯

国道42号 和歌山県 熊野

岐阜県 国道19号 長野県 中津川

静岡県 国道1号 愛知県 元町

三重県

新潟県 国道7号 山形県 府屋

富山県 国道8号

栃木県 国道４号 福島県 矢板

群馬県 国道17号 新潟県 沼田

神奈川県

石川県 下田

石川県 国道8号 福井県 熊坂

国道1号

国道７号 山形県 本荘

福島県 国道６号 茨城県 勿来

岩手県 国道４号 宮城県 一関

宮城県 国道４号 福島県 岩沼

秋田県

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(9/19-22)

R2
(9/19-22)

R2
(9/19-22)

都道府県 路線名 近接する
都道府県 観測点

12,142 10,070 2,072

(140.0%) (157.4%) (91.1%)

43,053 37,665 5,388

(110.2%) (112.3%) (97.3%)

61,624 50,800 10,824

(121.4%) (128.8%) (95.5%)

25,797 24,488 1,309

(96.3%) (96.5%) (92.2%)

20,197 18,511 1,686

(107.1%) (108.5%) (93.9%)

29,411 23,954 5,458

(98.9%) (99.7%) (95.4%)

10,635 9,558 1,078

(114.7%) (117.6%) (94.2%)

16,227 13,574 2,173

(118.5%) (119.1%) (101.6%)

10,653 8,731 1,922

(141.9%) (152.4%) (108.0%)

18,447 16,414 2,034

(120.2%) (121.7%) (109.1%)

29,553 27,504 2,049

(123.9%) (125.5%) (106.4%)

14,366 13,203 1,163

(149.2%) (154.5%) (107.6%)

24,126 21,590 2,517

(108.9%) (110.6%) (95.8%)
全体平均（北海道＆沖縄除く）

太平

福岡県 国道202号 佐賀県 二丈福井

大分県 国道210号 福岡県 日田

香川県 丹原

和歌山県 国道26号 大阪府

島根県 国道９号 鳥取県 東出雲

広島県

熊本県 国道3号 福岡県 鹿北

福岡県 国道10号 大分県

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

福井県 国道8号 滋賀県 坂ノ下

兵庫県 国道2号

平井南

岡山県 揖保川

奈良県 国道25号 三重県 米谷

（平均）日交通量
全車 小型車 大型車

R2
(9/19-22)

R2
(9/19-22)

R2
(9/19-22)

22,844 20,932 1,911

(101.4%) (101.7%) (98.9%)

38,617 34,311 4,306

(97.2%) (98.1%) (90.0%)

北海道 国道12号 ー 砂川

北海道 国道36号 ー 恵庭

40,658 37,993 2,665

(122.1%) (121.6%) (129.4%)

29,582 27,960 1,622

(115.2%) (115.6%) (108.3%)

沖縄県 国道58号 ー 宜野湾BP

沖縄県 国道331号 ー 小禄


