
～ 北部地域の道路情報をお知らせします ～
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名護漁港

許田IC　～　名護市中央公園

許田IC　～　今帰仁城跡

許田IC　～　名護市営球場 ：概ね10分

許田IC　～　八重岳頂上広場

本部八重岳桜まつり　～　古宇利島

許田IC　～　古宇利島

今帰仁城跡　～　古宇利島

：概ね10分

：概ね40分

：概ね40分

：概ね30分

許田IC　～　宜野座村営野球場 ：概ね10分

：概ね30分

：概ね20分

※中南部方面からお越しの際は、沖縄自動車道宜野座ICをご利用ください。

※※

許田ＩＣから 約39分

許田ＩＣから 約30分

許田ＩＣから 約37分

名護東道路
（H24.3 供用）

～ 北部地域の道路情報をお道路情報をお北部地域の道～
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所 要 時 間 情 報● ●

１１分

１１分

３６分

３６分

２２分

２１分

２８分

２８分

３６分

３５分

（国道58号経由）

ルート 起点終点・方向 所要時間
（平均）

 さくら祭りやプロ野球キャンプで混雑も予測されますので、余裕を持ってお出かけ下さい。

　道路情報誌「アシナビー」は、沖縄県北部地域（うるま市、恩納村以北の地域を対象）の道路情報等をみなさまに
発信し、みなさまのより快適な走行のために活用していただくことを目的に発刊しております。
※アシナビーとは、沖縄県の方言「あしびなー（遊び場）」と「ナビゲーション（案内）」を合わせた造語です。

※

今後も季節ごとの所要時間情報等をお知らせする予定です。

許田IC⇒名護市営球場

（国道58号経由）
名護市営球場⇒許田IC

１１分

９分

（国道58号経由）
許田IC⇒名護市中央公園

（国道58号経由）
名護市中央公園⇒許田IC

【ルート①】

許田IC⇒今帰仁城跡
（名護東道路経由）

許田IC⇒八重岳頂上広場
（国道58号経由）

八重岳頂上広場⇒許田IC
（国道58号経由）

今帰仁城跡⇒許田IC
（名護東道路経由）

【ルート②】

【ルート③】

２９分

２９分

許田ＩＣ⇒古宇利島
（名護東道路経由）

（名護東道路経由）
古宇利島⇒許田ＩＣ

【ルート④】

（国道505号経由）

ルート 起点終点・方向 所要時間
（平均）

※

今帰仁城跡⇒古宇利島

（国道505号経由）

【ルート⑤】

本部桜まつり会場⇒古宇利島
（県道84号線経由）

古宇利島⇒本部桜まつり会場
（県道84号線経由）

【ルート⑥】

【ルート⑦】

８分

８分宜野座村営野球場⇒許田IC
（沖縄自動車道経由）

許田IC⇒宜野座村営野球場

（沖縄自動車道経由）

【ルート⑧】

古宇利島⇒今帰仁城跡

※所要時間は、民間プローブデータ(注1)（平成22年～24年の1月～3月）の平均値等を用いて算出したものです。
※所要時間は、過去の実績データから予測しており、事故や気象状況等で変化することがありますので、１つの目安として活用下さい。

注1･･･専用機器（ＧＰＳ）を搭載した車両から得られる緯度・経度、時刻等の情報

２．北部地域のイベント情報（1月中旬～3月下旬の予定） 

１．所要時間情報（1月～3月）１．所要時間情報（1月～3月）
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＜混雑予測（１月～３月）＞
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名護東道路
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日本ハムファイターズ（１軍）

今帰仁グスク桜まつり

本部八重岳桜まつり

名護さくら祭り

国頭村ツバキまつり

おおぎみ椿まつり

東村つつじ祭り
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会場：八重岳頂上広場
期間：1月19日(土)～2月3日(日)

会場：今帰仁城跡
期間：1月19日(土)～2月3日(日)

会場：国頭村森林公園
期間：2月16日(土)、17日(日)
駐車場：道の駅ゆいゆい国頭

会場：イギミハキンゾー展望台広場
期間：2月16日(土)、17日(日)

会場：東村村民の森つつじ園
期間：3月1日(金)～3月20日(水)

会場：名護中央公園・名護十字路大通り
祭り期間：1月26日(土)、27日(日)
花見期間：1月中旬～2月上旬
駐車場：名護漁港

キャンプ地：名護市営球場
期間：2月1日(金)～2月28日(木)
駐車場：名護漁港

キャンプ地：宜野座村営球場
期間：2月1日(金)～2月22日(金)

日本ハムファイターズ（２軍）
キャンプ地：くにがみ球場
期間：2月1日(金)～2月22日(金)

FC東京
キャンプ地：国頭陸上競技場
期間：1月27日(日)～2月3日(日)

※H22～H24年1月～3月（休日）民間プローブデータの時間帯別平均旅行速度を使用。

注）混雑予測はH22～H24の実績からの予測のため、１つの目安として活用下さい。注）混雑予測はH22～H24の実績からの予測のため、１つの目安として活用下さい。注）混雑予測はH22～H24の実績からの予測のため、１つの目安として活用下さい。
：混雑が予測される区間

○（行き）許田IC→名護市市街地：１１時～１３時
○（帰り）名護市市街地→許田IC：１６時～１９時

【許田IC～名護市市街地で休日に混雑が予測される時間帯】

11時～13時11時～13時

16時～19時16時～19時

名護漁港～名護市営球場

ゆいゆい国頭ゆいゆい国頭ゆいゆい国頭

名護漁港名護漁港名護漁港

※上記イベント情報は予定を記載しておりますので、詳細は各市町村等のホームページや沖縄
　観光情報WEBサイト『おきなわ物語』（URL：http://www.okinawastory.jp/）をご確認下さい。

1/13(日)、14(月)
1/20(日)
1/20(日)

1/19(土)～2/3(日)
1/19(土)～2/3(日)
1/26(土)、27(日)
1/26(土)～2月中旬

金武町
本部町
恩納村
本部町
今帰仁村
名護市
本部町

第８回金武町自然体験まつり
第34回海洋博公園全国トリムマラソン大会
美ら島オキナワCenturyRun2013
本部八重岳桜まつり
第６回今帰仁グスク桜まつり
第51回名護さくら祭り
第８回海洋博公園美ら海花まつり

２月の主なイベント

2/2(土)～2/11(月)
2/3(日)

2/16(土)、17(日)
2/16(土)、17(日)
2/16(土)、17(日)

本部町
名護市
国頭村
国頭村
大宜味村

沖縄国際洋蘭博覧会
第54回NAGOハーフマラソン
平成25年国頭村産業まつり
第４回国頭村ツバキまつり
第３回おおぎみ椿まつり

３月の主なイベント

3/1(金)～3/20(水)
3/22(金)～3/24(日)
3/23(土)、24(日)

東村
恩納村
宜野座村

第31回東村つつじ祭り
第20回ムーンビーチおきなわ全島やちむん市
宜野座村産業まつり＆商工会フェスティバル

2/1(金)～2/28(木)
2/1(金)～2/22(金)
2/1(金)～2/22(金)
1/27(日)～2/3(日)

名護市
国頭村
宜野座村
国頭村

【プロ野球】北海道日本ハムファイターズ（１軍）
【プロ野球】北海道日本ハムファイターズ（２軍）
【プロ野球】阪神タイガース
【Ｊリーグ】FC東京

キャンプ地

１月の主なイベント

※

名護東道路
（H24.3 供用）
名護東道路
（H24.3 供用）

大宜味・国頭方面、今帰仁方面へのアクセス
が名護東道路を利用することにより、
便利になりました。

大宜味・国頭
今帰仁
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●道路開通情報・所要時間情報
●地域活動の紹介

今後も、いろいろな情報を
提供していきます。

●工事規制の情報　
●地域のイベント情報など

道 路 情 報 誌

道路情報誌「アシナビー」について、皆さまのご意見、ご感想をお寄せ下さい。
問い合わせ先

URL: http://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku
検索アシナビー

①右下のキーワードを検索（または、URLを直接入力）し、北部国道事務所のホームページにアクセスし、ホームページ
　上段の「お問い合せ」をクリックしてください。
②ご意見、ご感想がありましたらhokkokumerumaga910@ogb.cao.go.jp
　宛にお送りください。

２．北部地域のイベント情報（1月中旬～3月下旬の予定） ２．北部地域のイベント情報（1月中旬～3月下旬の予定） 

１．所要時間情報（1月～3月）
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