
更新

道路名 閉鎖IC名 出入別 閉鎖 閉鎖理由
○印は全ての
ETCレーンが

閉鎖となります

東北自動車道 須賀川ＩＣ 入口 2020年4月13日(月) 9:30 ～ 12:30 点検 ○

東北自動車道 須賀川ＩＣ 出口 2020年4月15日(水) 9:30 ～ 12:30 点検 ○

東北自動車道 郡山ＩＣ 出口 2020年4月20日(月) 9:30 ～ 11:00 点検

東北自動車道 郡山ＩＣ 入口 2020年4月21日(火) 9:30 ～ 12:30 点検

東北自動車道 郡山ＩＣ 入口 2020年4月21日(火) 13:30 ～ 16:30 点検

東北自動車道 郡山ＩＣ 出口 2020年4月22日(水) 12:30 ～ 15:30 点検

東北自動車道 仙台南ＩＣ 入口 2020年4月14日(火) 10:00 ～ 12:00 点検

東北自動車道 仙台南ＩＣ 入口 2020年4月14日(火) 13:00 ～ 15:00 点検

東北自動車道 泉ＩＣ 入口 2020年4月15日(水) 10:00 ～ 12:00 点検

東北自動車道 泉ＩＣ 出口 2020年4月15日(水) 13:00 ～ 15:00 点検

東北自動車道 大和ＩＣ 入口 2020年4月16日(木) 10:00 ～ 12:00 点検

東北自動車道 大和ＩＣ 出口 2020年4月16日(木) 13:00 ～ 15:00 点検

三陸自動車道 多賀城ＩＣ 入口 2020年4月22日(水) 10:30 ～ 12:30 点検

三陸自動車道 多賀城ＩＣ 出口 2020年4月22日(水) 13:30 ～ 15:30 点検

仙台東部道路 名取ＩＣ 入口 2020年4月20日(月) 9:00 ～ 17:00 点検

仙台東部道路 名取ＩＣ 入口 2020年4月20日(月) 9:00 ～ 17:00 点検

2020年4月8日(水) 9:00 ～

～ 終日

2020年4月10日(金) ～ 18:00

2020年4月13日(月) 9:00 ～

～ 終日

2020年4月16日(木) ～ 18:00

仙台東部道路 仙台東ＩＣ 入口 2020年4月17日(金) 9:00 ～ 17:00 工事

仙台東部道路 仙台東ＩＣ 入口 2020年4月23日(木) 11:00 ～ 22:00 工事

仙台東部道路 仙台港ＩＣ 入口 2020年4月10日(金) 9:00 ～ 17:00 工事

仙台東部道路 仙台港ＩＣ 入口 2020年4月21日(火) 10:30 ～ 12:30 点検

仙台東部道路 仙台港ＩＣ 出口 2020年4月21日(火) 13:30 ～ 15:30 点検

仙台東部道路 仙台港ＩＣ 入口 2020年4月22日(水) 9:00 ～ 12:00 工事

仙台東部道路 仙台港ＩＣ 入口 2020年4月22日(水) 13:00 ～ 22:00 工事

山形自動車道 鶴岡ＩＣ 出口 2020年4月10日(金) 9:00 ～ 17:00 工事 ○

磐越自動車道 いわき三和ＩＣ 入口 2020年4月23日(木) 9:00 ～ 13:00 点検 ○

磐越自動車道 いわき三和ＩＣ 出口 2020年4月23日(木) 12:00 ～ 16:00 点検 ○

磐越自動車道 小野ＩＣ 出口 2020年4月24日(金) 12:30 ～ 16:30 点検 ○

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ＩＣ 入口 2020年4月15日(水) 9:00 ～ 17:00 工事

仙台東部道路 仙台東ＩＣ 入口 工事

仙台東部道路 仙台東ＩＣ 入口 工事

南東北地区（宮城・山形・福島）ETCレーン閉鎖の予定　　

点検、工事のため、概ね1ヶ月以内に下記のレーン閉鎖を予定しています。
なお、下記に記載されていない軽微な点検・工事や緊急を要する復旧工事などを予告なく実施する場合があります。
また、天候などにより順延となる場合があります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をお願いいたします。

令和2年4月10日

予定時間 備考

ETC幅広レーン閉鎖

ETC幅広レーン閉鎖

ETC幅広レーン閉鎖

ETC幅広レーン閉鎖
なお幅広一般レーン

通行可

ETC幅広レーン閉鎖

庄内空港方向
ETC幅広レーン閉鎖

1/2



更新

道路名 閉鎖IC名 出入別 閉鎖 閉鎖理由
○印は全ての
ETCレーンが

閉鎖となります

南東北地区（宮城・山形・福島）ETCレーン閉鎖の予定　　

点検、工事のため、概ね1ヶ月以内に下記のレーン閉鎖を予定しています。
なお、下記に記載されていない軽微な点検・工事や緊急を要する復旧工事などを予告なく実施する場合があります。
また、天候などにより順延となる場合があります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をお願いいたします。

令和2年4月10日

予定時間 備考

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原ＩＣ 入口 2020年4月16日(木) 9:00 ～ 17:00 工事

磐越自動車道 磐梯河東ＩＣ 入口 2020年4月21日(火) 9:00 ～ 17:00 工事 ○

磐越自動車道 会津若松ＩＣ 入口 2020年4月23日(木) 9:00 ～ 17:00 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 入口 2020年4月10日(金) 9:00 ～ 16:00 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 出口 2020年4月10日(金) 9:00 ～ 16:00 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 出口 2020年4月14日(火) 10:40 ～ 11:40 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 入口 2020年4月14日(火) 12:30 ～ 13:30 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 出口 2020年4月14日(火) 13:35 ～ 14:55 工事

常磐自動車道 浪江ＩＣ 入口 2020年4月14日(火) 15:00 ～ 16:00 工事

ETC幅広レーン閉鎖

ETC幅広レーン閉鎖
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