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平成３１年度 GW の渋滞対策等について 

 

１ 渋滞対策 

（１）桂浜周辺 

  ◆桂浜付近における交通規制 

  1 規制期間 4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）まで 

         各日 9時から 16時 30分まで 

  2 規制場所 浦戸トンネル西側信号付近～桂浜公園駐車場入口付近（桂浜駐在所前） 

 

  ◆高知競馬場パーク＆ライド（無料）・シャトルバス運行の実施 

  1 実施期間（8日間） 4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）まで 

  2 概要 

   高知競馬場臨時駐車場に駐車した観光客を、シャトルバスで桂浜公園駐車場入口 

   まで無料送迎する。また、シャトルバスに NPO 法人土佐観光ガイドボランティア 

   協会会員が添乗し、送迎中の乗客に対して、桂浜や高知市内の観光案内等を行う。 

    ① 場  所    高知競馬場 

    ② 収容台数    乗用車 約 1,000 台分 

    ③ 開設時間等   車輌受入 9時～16時 

     【問合せ先】 高知市観光振興課：TEL088-823-9457 

 

  ◆桂浜臨時観光案内所の開設 

   1 開設期間   4 月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

   2 開設場所   桂浜サービスエリア内 

            ※NPO 法人土佐観光ガイドボランティア協会対応 

     【問合せ先】 高知市観光振興課：TEL088-823-9457 

 

  ◆県立坂本龍馬記念館 

   桂浜公園駐車場からタクシーなどの上下交通を運行。 

    ○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

         ※4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）は小型バスも運行 

     【問合せ先】 高知県立坂本龍馬記念館：TEL088-841-0001 

 

 （２）高知城周辺 

    高知市中心部駐車場マップの配布による民間駐車場等への誘導を行う。 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

○時 間：9時 30分～15 時 30分 

     【問合せ先】 高知県おもてなし課：TEL088-823-9609 
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（３）牧野植物園 

    既存の駐車場に加えて、牧野植物園の職員駐車場（約 40台）を開放する。 

    また、臨時駐車場（タナスカ港湾）を開設し、臨時駐車場に駐車した観光客を、 

    シャトルバスで園正門及び南門まで無料送迎する。 

    4 月 27 日（土）、5月 4日（土祝）は夜間開園「よるまきの」を実施。 

  ◆シャトルバス運行 

    1 場  所     タナスカ港湾 

    2 収容台数     乗用車 約 100 台分 

    3 開設時間等    車輌受入 9時 30分～16時 35分 

     【問合せ先】 高知県立牧野植物園：TEL088-882-2601 

 

 （４）室戸岬 

    警備員による駐車場の誘導を行う。 

    ○日 程：4月 27日（土）から 5月 5日（日祝）までの 9日間 

    ○時 間：9時～15時 

     【問合せ先】 室戸市観光ジオパーク推進課：TEL0887-22-5161  

 

 （５）足摺岬 

    市営駐車場から金剛福寺前までシャトルバスを有料運行（片道 100 円）する。 

    ○日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）までの 3日間 

    ○時 間：8時～17時 30分 

     【問合せ先】 土佐清水市観光協会：TEL0880-82-3155 

 

 （６）海洋堂ホビー館四万十 

    第 2駐車場（かっぱ館前）からシャトルバスを運行（無料）する。 

    ○日 程：4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）までの 8日間 

    ○時 間：9時 30分～17時 

     【問合せ先】 四万十町にぎわい創出課：TEL0880-22-3281 

            海洋堂ホビー館四万十：TEL0880-29-3355 

２ 観光情報等の提供（県及びコンベンション協会） 

 

（１）高知城 

   板垣退助銅像付近に臨時観光案内所を開設し、観光パンフレット等を配布。土佐観 

光ガイドボランティア協会や高知善意通訳クラブ等による観光案内を行う。 

    ○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

    ○時 間：9時～16時 30 分 

 

（２）南国 SA(下り) 

  南国 SA(下り) に臨時観光案内所を開設し、土佐観光ガイドボランティア協会等によ 
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る観光案内を行う。 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 5日（日祝）までの 9日間 

○時 間：7時～13時 

 

（３）豊浜 SA(下り) 

  豊浜 SA(下り)に 臨時観光案内所を開設し、県観光コンベンション協会等による観光 

案内を行う。 

○日 程：4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）までの 8日間 

○時 間：8時～12時 

 

（４）高知龍馬空港 

  空港内に臨時観光案内所を開設し、県による観光案内を行う。 

 ○日 程：4月 27 日（土）から 5月 4日（土祝）までの 8日間 

○時 間：8時～19時 

 

（５）とさてらす 

  とさてらすにおいて、観光案内の特別夜間延長を実施。 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

○時 間：8時 30分～19 時 

 

３ 観光情報等の提供（市町村等） 

 

（１）室戸市 

○場 所：中岡慎太郎像前広場 

○日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）までの 3日間 

○時 間：10時から 15時まで 

 

（２）安芸市 

○場 所：溝ノ辺公園駐車場 

○日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）までの 3日間 

○時 間：10時から 15時まで 

 

（３）高知市 

○場 所：桂浜サービスエリア内 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

○時 間：9時から 16時 30分まで 

 

（４）土佐清水市 

○場 所：足摺岬市営駐車場 

○日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）までの 3日間 

○時 間：8時から 17時まで 
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（５）四万十市 

○場 所：佐田沈下橋 

○日 程：4月 26日（金）から 5月 6日（月休）までの 11日間 

○時 間：9時 30分から 16時 30分まで 

 

（６）田野町 

○場 所：田野駅屋駐車場 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 3日（金祝）までの 7日間 

○時 間：9時から 15時まで 

 

（７）津野町 

○場 所：高原ふれあいの家天狗荘 

○日 程：4月 27日（土）から 5月 6日（月休）までの 10日間 

○時 間：10時から 16時まで 

 

○場 所：道の駅布施ヶ坂 

○日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）までの 3日間 

○時 間：9時 30分から 15時まで 

 

４ 高知県警 

 

  （１）高知県警の渋滞対策 

    ゴールデンウィーク期間中、交通規制課内に「交通渋滞対策班」を設置するとともに 

県下各署の対策要員により渋滞対策を行う。 

 

  （２）交通規制情報 

    ○高知南署 

     【高知市・桂浜】 

     内 容：市道の車両通行止め 

         ①高知市浦戸 769番地 1先交差点（民宿「浦戸荘」前交差点） 

          （東進車両通行止め） 

         ②高知市浦戸 779番地先交差点（桂浜駐在所前交差点） 

          （西進車両通行止め） 

     日 程：4月 28日（日）から 5月 5日（日祝）まで 

     時 間：9時～16時 30分 

     【高知市・土佐横浜みなと未来花火大会】 

     内 容：市道の一方通行 

          高知市横浜 1814 番地 4先から東へ同市孕東町 20番地先交差点 

          （孕橋南詰）までの道路（距離約 2600 メートル）（東進一方通行） 

     日 程：5月 5日（日祝） 

     時 間：17時～21時 
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    ○南国署 

     【香南市・どろめ祭り】 

     内 容：市道の車両通行止め 

         香南市赤岡町 183番地 64 先（三器建設前）から東へ同市同町 701 番地先 

（市営住宅前）までの道路（距離約 200 メートル） 

         同市同町 688番地 4先から南へ同市同町東荒地区児童遊園地南側までの 

道路（距離約 80メートル） 

     日 程：4月 28日（日） 

     時 間：9時～17時 

 

    ○土佐署 

     【いの町・紙のこいのぼり】 

     内 容：町道の駐車禁止 

         吾川郡いの町波川 1978 番地 1先交差点から南へ同郡同町波川 1569 番地先 

（かんぽの宿伊野入口）までの道路（距離約 300 メートル） 

     日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）まで 

     時 間：8時～17時 

 

    ○須崎署 

     【中土佐町・久礼大正町市場】 

     内 容：町道の一方通行 

         高岡郡中土佐町久礼 6462 番地 2先（ミートショップなかがわ前）から 

         同郡同町久礼 6543 番地 2先（ところ天高知屋前）までの道路 

         （距離約 300メートル） 

     日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）まで 

     時 間：9時～17時 

 

    ○中村署 

     【土佐清水市・足摺岬】 

     内 容：県道の車両通行止め 

         土佐清水市足摺岬「白山神社」前（東進車両通行止め） 

     日 程：5月 3日（金祝）から 5月 5日（日祝）まで 

     時 間：8時～17時 30分 

   

     【四万十市・一條公家行列】 

     内 容：市道の車両通行止め 

         四万十市中村天神橋 4番地 1先（酒蔵ことぶき屋）から同市中村一条通 

2丁目 26番地先（大石製菓店）までの道路（距離約 450メートル） 

     日 程：5月 3日（金祝） 

     時 間：8時～15時 
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     【黒潮町・Ｔシャツアート】 

     内 容：町道の車両通行止め 

         幡多郡黒潮町入野土佐大規模西南公園ふるさと総合センター北東側から 

北東へ（距離約 60メートル） 

     日 程：5月 2日（木祝）～5月 6日（月休） 

     時 間：9時～16時 30分 

 

  （３）高知県内の交通情報板による渋滞案内 

 

    【問合せ先】 

    ○高知県警本部交通規制課 TEL088-826-0110  

    ○各警察署 

     ・高知南署  088-834-0110 

     ・高知東署  088-866-0110 

     ・南国署   088-863-0110 

     ・土佐署   088-852-0110 

       いの庁舎  088-893-1234 

     ・須崎署   0889-42-0110 

     ・中村署   0880-34-0110 

      清水庁舎  0880-82-0110 

 

５．その他 

（１）その他渋滞情報・主要施設の利用状況の調査及び情報提供 

ＧＷ期間中の入り込み客についての調査を行い、期間終了後に記者発表を行う。 

○日 程： 4月27日（土）から5月6日（月休）までの10 日間 

 

（２）観光案内・宿泊案内所の紹介・渋滞情報提供などの問い合わせ 

とさてらす、県おもてなし課において、電話での問い合わせに対応。 

○日 程：4月27日（土）から5月6日（月休）までの10日間 

○時 間：8時30分から17時15分まで 

 

 

 

（３）特別宿泊対策 

◆日本旅館協会・高知駅宿泊案内所による特別宿泊対策 

 とさてらすへのスタッフ増員配置等による対応を実施。 

○日 程：4月28日（日）、4月29日（月休）、5月3日（金祝）の3日間 

○時 間：8時30分から19時まで 
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◆高知市旅館ホテル協同組合青年部による特別宿泊対策 

高知城臨時観光案内所にスタッフを配置して対応。 

○日 程：4月28日（日）、5月3日（金祝）の2日間 

○時 間：10時から16時まで 

 

（４）その他 

○県ツイッターでの渋滞情報等の発信 

○県ホームページ及びよさこいネットへの渋滞情報及び駐車場マップの掲載 

○渋滞及びイベント情報チラシの配布による、宿泊客等への周知 

 【問合せ先】 高知県おもてなし課：TEL 088-823-9609 

        公益財団法人高知県観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会：TEL 088-823-1434 

 


