
車両通行止め

道路名 区間 対象 時間 設置日 署別
市道 高知市山手町40番地１先（福井踏切南方約100メートル）から

北へ同市福井町427番地先までの道路（距離約350メートル）
大貨等 終日 平成30年2月20日 高知

市道 高知市春野町弘岡中813番地１（太陽石油販売）南東角から南
へ同市同町弘岡下3738番地２（ヘアアンドメイクアフェク
ト）までの道路（距離約250メートル）

大型等 7:00～
8:30、
16:00～
18:00（土
曜、日
曜、祝日
を除く）

平成30年1月13日 高知南



一方通行

道路名 区間 進行方向 対象 時間 設置日 署別
市道 高知市新本町２丁目14番13号先（児童支援センター北

東角）から南へ同市同町２丁目14番４号先（児童支援
センター南東角）までの道路(距離約９０メートル）

南進一方通行 車両
（軽車両
を除く）

終日 平成29年12月18日 高知



指定方向外進行禁止

道路名 場所 通称名 禁止する方向 対象 時間 設置日 署別
市道 高知市吉田町４番１０号先交差点 一ツ橋小学校北東角 北から西への右折、

南から西への左折
車両
（軽車両を除
く）

8：30～
19：00

平成29年9月27日 高知

市道 高知市吉田町４番１０号先交差点 一ツ橋小学校南東角 南から西への左折、
北から東への左折、
南から東への右折、
北から西への右折、
西から東への直進

車両
（軽車両を除
く）

7:30～
8:30

平成29年9月27日 高知

市道 高知市福井町427番地先交差点 おおの理容前 東から南への左折、
西から南への右折

大貨等 終日 平成30年2月20日 高知

市道 高知市加賀野井２丁目２１番１５
号先交差点

加賀野井第４バス停前 北西から東への右折 自動車
（二輪車を除
く）

7:00
～8:30

平成29年2月3日 高知



歩行者用道路

道路名 区間 対象 時間 設置日 署別
市道 高知市吉田町４番１０号先（一ツ橋小学校北東角）から西

へ同校北西角までの道路（距離約１７０メートル）
車両
（軽車
両を除
く）

7：30～19：00 平成29年9月27日 高知



道路名 場所 通称名 種別 設置日 署別

国道55号 高知県安芸郡芸西村和食甲20番地１先交差点 芸西村役場口 定周期 H29.8.3 安芸
県道 南国市福船652番地１先交差点 福船交差点 定周期 H29.12.11 南国

国道195号 南国市小籠169番地１先交差点 常光電機北方交差点 定周期 H30.3.23 南国

信号機を設置する場所



横断歩道を設置する場所

市道
高知市丸ノ内１丁目１番５号先交差点 藤並神社前

平成29年2月10日 高知

市道
高知市口細山５４番地４６先交差点 旭北町団地北東口

平成29年1月16日 高知

市道
高知市口細山７番地106西方約100ｍ先交差点 旭北町団地南西口

平成30年3月23日 高知

県道
高知市針木本町３番２６号先交差点 針木分岐交差点

平成30年2月3日 高知南

県道
高知市朝倉西町１丁目８番２号先交差点 山中歯科前

平成30年3月23日 高知南

県道 高知市鵜来巣１１番３８－１０号先交差点 うぐるすの森西側 平成29年4月22日 高知南

市道
高知市大原町74番地先交差点

パールリバー北東角交差
点

平成29年9月27日 高知南

市道
高知市大原町158番地先道路

高知市総合運動場北西側
出入口前

平成29年9月27日 高知南

市道
高知市大原町74番地先道路

パールリバー東側 平成29年9月27日 高知南

町道 長岡郡本山町吉野２０２番地７先交差点 吉野橋西詰 平成30年3月17日 高知東

国道32号 長岡郡大豊町東土居164番地１先道路 （株）オートヨ流通セン
ター前

平成30年1月9日 高知東

国道55号 高知県安芸郡芸西村和食甲20番地１先交差点 芸西村役場口 平成29年8月3日
安芸

県道
土佐市新居６６５番地１先交差点 新居郵便局前

平成29年8月30日 土佐

市道 土佐市宇佐町宇佐888番地１先交差点 市立USAくろしおセンター
前

平成29年8月30日 土佐

県道
須崎市押岡１２３番地先交差点 押岡橋北詰

平成30年3月21日 須崎

県道
高知県高岡郡四万十町南川口58番地１先交差点 川口郵便局前

平成29年7月31日 窪川

国道５６号
四万十市具同２，７９４番地先交差点 高橋分岐

平成30年3月22日 中村

署別道路名 設置場所 設置日通称名



３０キロメートル毎時

道路名 区間 設置日 署別
市道 高知市愛宕町３丁目13番１号（江ノ口変電所前交差点）から西へ同市吉田町

２番10号先（セブンイレブン高知吉田町店前交差点）を北へ同市吉田町９番
14号先（一つ橋南詰交差点）を東へ同市愛宕町３丁目16番28号先（愛宕大橋
南詰交差点）を経て南へ同市愛宕町３丁目13番１号先（江ノ口変電所前交差
点）に囲まれた区域内

平成29年9月27日 高知

県道 高知市介良乙2949番地先（田内木材前）から同市介良105番地先までの道路
（距離約450メートル）

平成29年09月14日 高知東



４０キロメートル毎時

道路名 区間 設置日 署別
市道 高知市旭町１丁目１０４番地先（町田病院前）から北へ同市福井町

1198番地１（奥福井交差点）までの道路(距離：約１６００メートル)
平成30年02月20日 高知

県道 高知市高須東町８番20号先（東消防署東部出張所前）から東へ同市介
良乙2949番地先（田内木材前）までの道路（距離約1,970メートル）

平成29年09月14日 高知東

市道 土佐市宇佐町宇佐2839番地16先（とさでん福浜バス停前）から西へ中
川橋を経て北へ同市同町宇佐1896番地先までの道路（距離約2000メー
トル）

平成29年11月06日 土佐



５０キロメートル毎時

道路名 区間 設置日 署別
県道 宿毛市松田町８番57-5号先から北へ同市橋上町橋上奥奈路２４２番地１北方約

１００メートル先までの道路（距離約7,500メートル）
平成29年11月18日 宿毛



　駐車を禁止する区間

道路名 区間 対象 時間 設置日 署別
市道 高知市山手町41番地先から北へ同市福井町558番地（高知銀行福井支店

前）までの道路（距離　約340メートル）
車両 終日 平成30年2月20日 高知

市道 土佐市宇佐町宇佐1753番地先（宇佐市場前）から北へ同市同町宇佐1842
番地先までの道路 （距離約200メートル）

車両 終日 平成29年9月26日 土佐

市道 土佐清水市越前町３番１８号先から南へ同市浜町６番３号先までの道路
（距離約２３０メートル）

自動車
（２輪を除く）

終日 平成29年11月1日 中村

市道 土佐清水市元町１番１４号先から同市同町４番３号先までの道路（距離
約90メートル）

自動車
（２輪を除く）

終日 平成29年11月1日 中村

市道 土佐清水市寿町３番２号先から北へ同市幸町４番２３号先（県営清水団
地前）までの道路（距離約300メートル）

自動車
（２輪を除く）

終日 平成29年11月1日 中村



一時停止しなければならない場所

道路名 設置場所 通称名 設置日 署別
市道

高知市山手町４１番地２先交差点東側及び西側
平成30年2月20日 高知

市道 高知市口細山５４番地４６先交差点東側及び西側 旭北町団地北東口 平成29年1月16日 高知

市道 高知市入明町１４番１６号先交差点東側
ＪＲ入明駅南東側
三差路交差点

平成29年1月16日
高知

市道 高知市口細山７番地106西方約100ｍ先交差点東側 旭北町団地南西口 平成30年3月23日
高知

市道 高知市口細山54番地239交差点西側
旭グリーンヒルズ
北東口

平成30年3月23日
高知

市道
高知市筆山町１番先交差点南側 筆山公園南西角

平成29年4月1日 高知南

市道 高知市針木本町３番26号先交差点北側 針木分岐交差点 平成30年2月3日 高知南

臨港道
高知県安芸市津久茂町２番43号先交差点南側 安芸漁港組合東側

平成30年3月1日 安芸

市道 香美市土佐山田町宝町２丁目７番２号先交差点東側及び西
側

宝町児童遊園地南
東角

平成29年10月13日 南国

市道
土佐市高岡町乙129番地１先交差点南側及び北側 本火渡橋西詰

平成29年11月13日 土佐

市道
土佐市高岡町乙140番地２先交差点南側及び北側 本火渡橋東詰

平成29年11月27日 土佐

町道
高岡郡四万十町南川口58番地１先交差点東側及び西側

川口郵便局前 平成29年7月31日 窪川

村道 幡多郡三原村大字宮ノ川１，４１１番地３２先交差点東側
及び西側

平成29年3月31日 宿毛



進行方向別通行区分

道路名 場所 通称名 通行区分指定 対象 時間 設置日 署別
国道５６
号

高知市河ノ瀬町３７番地先交差点西側 河ノ瀬交差点 左から１番目通行帯は左折、
同２番目通行帯は直進、同３
番目通行帯は右折

車両 終日 平成30年2月23日 高知南

国道５６
号

高知市河ノ瀬町３７番地先交差点東側 河ノ瀬交差点 左から１番目通行帯は左折、
同２番目通行帯は直進、同３
番目通行帯は右折

車両 終日 平成30年2月23日 高知南



普通自転車歩道通行可

道路名 区間 設置日 署別
県道 高知市高須２丁目６番50号先（四国銀行高須支店前）から東へ同市介良乙2949番地先（田

内木材前）までの両側歩道（距離約2,370メートル）
平成29年9月15日 高知東

県道 高知市介良105番地先から東へ同市介良甲1,152番地先（潮見台ニュータウン口）までの両
側歩道（距離約630メートル）

平成29年9月15日 高知東



原動機付自転車の右折方法（小回り指定）

道路名 場所 通称名 対象 時間 設置日 署別
国道５６号 高知市河ノ瀬町37番地先交差点南側 河ノ瀬交差点 原付 終日 平成30年2月23日 高知南

国道５６号 高知市河ノ瀬町37番地先交差点東側 河ノ瀬交差点 原付 終日 平成30年2月23日 高知南


