平 成 30 年 7 月 8 日
国土交通省 近畿地方整備局
西日本高速道路株式会社
関

西

支

社

京 都 府 道 路 公 社

E27 舞鶴若狭自動車道（綾部 IC－舞鶴西 IC）及び
E９京都縦貫自動車道・E27 舞鶴若狭自動車道（綾部安国寺 IC－舞鶴西 IC）の
代替路（無料）について
ま ぐ ら

法面崩壊のため、平成３０年７月７日から、国道２７号（京都府舞鶴市真倉）が通行止めとなっています。現在、復
旧に向け全力で取り組んでおりますが、復旧には、なお相当の期間がかかる見込みです。このため、並行する E27
舞鶴若狭自動車道の舞鶴西 IC から綾部 IC 間及び E27 舞鶴若狭自動車道の舞鶴西 IC から E9 京都縦貫自動車
道の綾部安国寺 IC 間おいて国道２７号の代替路（無料）措置を実施します。国道２７号は、通行止め区間以外は交
通が流れており、国道２７号と E27 舞鶴若狭自動車道及び E9 京都縦貫自動車道代替路を乗り継げば、舞鶴市と
綾部市との通行が可能です。
その迂回経路は、別紙１のとおりです。

1．実施期間
U

２０１８年年７月８日 22：00～ から
国道２７号の通行止め解除 までの間

2．対象となるご利用
E27 舞鶴若狭自動車道及び E9 京都縦貫自動車道において、以下の IC が入口かつ出口となるご利用
区間①：舞鶴西 IC、綾部 IC
区間②：舞鶴西 IC、綾部安国寺 IC
※区間①及び区間②を越えて通行する車両は、無料措置の対象となりません。
その場合は、通常の通行料金をいただきます。（詳細は別紙２のとおり）
※綾部 IC～綾部安国寺 IC を通行する車両は、通常の通行料金をいただきます。

3．対象車種
全車両
4. 通行方法
一般レーン、ETC レーンのいずれを走行しても代替路（無料）措置の対象となります。
※ＥＴＣ車以外は、入口で必ず通行券をお取りください。
※ＥＴＣをご利用の場合、路側表示器は「０円」で表示されます。
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【国道の状況などについてのお問い合わせ先】
・国土交通省 近畿地方整備局
道路部 道路情報管理官 迫
TEL：06-6941-2500
【通行料金等に関するお問い合わせ先】
・NEXCO 西日本 お客さまセンター

0120-924-863 （通話料無料）

受付時間／年中無休・24 時間受付
※ＩＰ電話等一部の電話からは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、TEL.06-6876-9031（通話料有料）
・京都府道路公社 総務部 渡邉
TEL:075-415-2321
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代替路（無料）措置

別紙１
⾄ 舞鶴東ＩＣ

⾄ 舞鶴⼤江ＩＣ

舞鶴⻄ＩＣ

国道27号通⾏⽌ 区間

京都縦貫⾃動⾞道 舞鶴若狭⾃動⾞道
代替路（無料）措置区間
綾部安国寺ＩＣ 舞鶴⻄ＩＣ

舞鶴若狭⾃動⾞道
代替路（無料）措置区間
綾部ＩＣ 舞鶴⻄ＩＣ

※綾部ＩＣ 綾部安国寺ＩＣ
綾部ＪＣＴ

綾部安国寺ＩＣ
綾部ＩＣ

⾄ 福知⼭ＩＣ
⾄ 京丹波わちＩＣ

利⽤ 有料

別紙２
E27 舞鶴若狭⾃動⾞道（綾部 IC－舞鶴⻄ IC）及び
E９京都縦貫⾃動⾞道・E27 舞鶴若狭⾃動⾞道
（綾部安国寺 IC－舞鶴⻄ IC）の
代替路（無料）措置を⾏
国道２７号 ⼤⾬

通⾏⽌

通⾏⽌区間 迂回路と

舞鶴若狭⾃動⾞道 綾部 IC 舞鶴⻄ IC 間及び、京都縦貫⾃
動⾞道・舞鶴若狭⾃動⾞道 綾部安国寺 IC 舞鶴⻄ IC 間を 利
⽤

通⾏⽌期間中は 通⾏料⾦ 徴収

措置 取

ます。
通⾏料⾦ 徴収

通⾏】

・舞鶴若狭⾃動⾞道 綾部 IC から流⼊
・舞鶴若狭⾃動⾞道 舞鶴⻄ IC から流⼊

舞鶴⻄ IC

流出

利⽤

綾部 IC から流出

利⽤

・京都縦貫⾃動⾞道 綾部安国寺 IC から流⼊
舞鶴⻄ IC

流出

利⽤

舞鶴若狭⾃動⾞道 舞鶴⻄ IC から流⼊
綾部安国寺 IC

舞鶴若狭⾃動⾞道

流出

京都縦貫⾃動⾞道

利⽤

代替路（無料）措置の対象となる 利⽤
福知⼭ IC

綾部 IC

綾部安国寺 IC

舞鶴⻄ IC

舞鶴東 IC

≪ご注意ください≫
◆ETC ⾞

ETC レーン、ETC ⾞以外 ⼀般

利⽤

◆ETC ⾞以外は、⼊⼝で必ず通⾏券 お取りください。

綾部 IC 舞鶴⻄ IC を越
利⽤

利⽤、及 綾部安国寺 綾部 IC 間の

代替路（無料）措置 対象とはなりません。

全区間有料

綾部 IC

舞鶴⻄ IC

福知⼭ IC

舞鶴東 IC
綾部安国寺 IC

（例）
・福知⼭ IC から舞鶴東 IC までの 利⽤ IC：舞鶴⻄ IC を越

利⽤ ため、

福知⼭ IC から舞鶴東 IC までの通⾏料⾦（全区間分）になります。
・舞鶴⻄ IC から福知⼭ IC までの 利⽤：綾部 IC 舞鶴⻄ IC を越

利⽤

のため、舞鶴⻄ IC から福知⼭ IC までの通⾏料⾦（全区間分）になります。
綾部安国寺 IC

綾部 IC

利⽤：通⾏料⾦を徴収いたします。

綾部 IC から舞鶴⻄ IC までの 利⽤：通⾏料⾦ 徴収いたしません。

