
 
第二回 異例の降雪に対する国土交通省対策本部会議 

 
 

平成 26 年 12 月 18 日（木）15：30～ 

  幹 部 会 議 室 

 

 

議 事 次 第 
 

 

１． 12 月 12 日からの大雪等について 

気 象 庁  

水管理・国土保全局 

 

 

２． 異例の降雪に対する今冬期の国土交通省の対応方針

について 

水管理・国土保全局及び関係局等 

 

 

３． その他 



これまでの大雪の状況

○北日本・東日本・西日本では、積雪深が平年を上回っている所が多い。

○特に、北海道太平洋側と本州日本海側を中心に、平年の３倍を上回っている所が多い。

平成２６年１２月１８日１４時現在
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１２月１２日からの大雪等について
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○ １２日（金）から１５日（月）にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の
日本海側を中心に広い範囲で雪が降った。

○ その後、１６日（火）から１７日（水）にかけて、低気圧が急速に発達しながら日本付近を北東に進
み、再び冬型の気圧配置が強まった。

○ 北海道地方と東北地方から西日本の日本海側では、平地を含め大雪となった。北海道では猛吹
雪となった他、太平洋側の平地でも積雪となったところがある。また、北海道地方では高潮が発生
した。

○ 日本付近の強い冬型の気圧配置は、今日１８日（木）夜には西日本から次第に緩んでくる見込み。

http://www.jma.go.jp/jma/


20日21時 21日21時 22日21時

23日21時 24日21時 ：降水域25日21時

今後１週間の天気
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○２０日（土）は、低気圧の通過により北日本でも雨が降る見込み。融雪により、積雪の多い地域では、
なだれや屋根からの落雪等に注意。

○２１日（日）以降、日本付近は再び冬型の気圧配置となり、北日本や北陸地方を中心に、雪の降る日
が続く見込み。

http://www.jma.go.jp/jma/


 

12 月 12 日からの大雪等にかかる被害と対応状況について 

 
平成 26 年 12 月 18 日 7:00 現在 

 

 

Ⅰ.異例の降雪に対する国土交通省対策本部 
○ 被害が発生する前の 12 月 12 日(金)から、異例の降雪に対す

る国土交通省対策本部として、週末の大雪への対応について

以下の会議で確認 

－事務次官以下の関係局長等会議 

－課長クラスの連絡調整会議 

○ 12 月 12 日からの大雪等に備えた対応状況について（第１報）

を HP・ﾂｲｯﾀｰで情報提供 
 

Ⅱ.被害・対応状況 
○ 高速道路において積雪等により 13 路線 18 区間通行止め。災

対法により１区間指定中。 

○ 直轄道路において積雪等により 29 区間通行止め。災対法によ

り 18 区間指定中。 

○ 補助国道 148 号（長野県）において積雪により通行止め。約

200 台の立ち往生車両。災対法の指定により車両移動中。 

○ 北海道開発局より１道 26 市町村にリエゾン派遣中（12 月 16

日より延べ 134 人・日） 

○ 普段雪害が少ない地域について県と連絡体制を確保し、リエ

ゾン派遣準備済み（待機継続中） 

○ 海上保安庁が根室市の要請により孤立者６名を救出（12 月 17

日） 
 

（１） 死者・負傷者 

・ 重傷者６名（新潟県４名、石川県１名、大阪府１名）：消防庁情報

（12 月 18 日 8:45） 

（２） 孤立情報 

・日時：12 月 17 日夜 （孤立 宿泊施設等 35 人） 

・場所：主要地方道小出奥只見線（新潟県魚沼市上折立）  

・原因：雪崩 

・安否確認済み・ライフライン確保済み 

12 月 18 日朝より除雪に着手（18 日中の復旧の見通し）  



 
 

（３） 道路 

① 高速道路、直轄国道 

・ 被災による通行止めなし 

・ 高速道路において積雪等により 13 路線 18 区間通行止め。災対法に

より１区間指定中 

・ 直轄道路において積雪等により 29 区間通行止め。災対法により 18

区間指定中 

② 補助国道 

・ ２県２区間において倒木、路面冠水のため通行止め  

国道 403 号（長野県）、国道 305 号（福井県） 

人身物損・孤立なし 

・国道 148 号（長野県）において積雪により通行止め。約 200 台の 

立ち往生車両。災対法の指定により車両移動中。 

 

③ 道県道 

・ １道 11 県 31 区間において倒木、越波等のため通行止め 

（４）港湾 

・３港（北海道：白老、苫小牧、紋別）において高潮による 

一部施設破損 

・３港（北海道：釧路、根室、紋別）で冠水 

※高潮による浸水被害（リエゾン情報） 

根室市 床上浸水 11 戸、床下浸水 5戸 

別海町  床上浸水２戸、床下浸水１戸 

（５）鉄道 

・ JR 北海道、JR 東日本を中心に 8 事業者 24 路線において運転休止中 

（６）フェリー、航空関係等 

・ フェリーは、76 事業者 91 航路で運休中 

・ 欠航便 83 便（空港施設等には被害なし） 

・ 十勝港において高波により水面倉庫の木材が流出 

（７）その他 

非常体制： 北海道開発局 

警戒体制： 東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局、 

中部運輸局、気象庁、国土地理院 

注意体制： 関東地方整備局、北陸地方整備局、中国地方整備局、 

九州地方整備局、北海道運輸局、東北運輸局、 

北陸信越運輸局、近畿運輸局、四国運輸局、九州運輸局 



１．本省及び地方支分部局の体制について  

国土交通本省 12月9日 「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」

北海道開発局 12月16日 16:26 注意体制 北海道運輸局 12月16日 16:50 注意体制
12月17日   1:00 警戒体制

16:00 非常体制

東北地方整備局 12月17日 11:00 警戒体制
東北運輸局 12月17日 　9:00 注意体制

関東地方整備局 12月13日 11:15 注意体制
12月14日 18:00 体制解除 北陸信越運輸局 12月13日 11:15 注意体制
12月16日 16:54 注意体制

北陸地方整備局 12月17日   9:00 注意体制
中部運輸局 12月14日 10:00 注意体制

中部地方整備局 12月17日   9:30 注意体制 12月15日   8:45 体制解除
12月17日 10:50 注意体制

近畿地方整備局 12月12日 18:00 注意体制 12月18日   6:30 警戒体制
12月15日   9:15 体制解除
12月17日 18:00 警戒体制 近畿運輸局 12月16日 20:30 注意体制

異例の降雪に対する国土交通省対策本部情報
平成26年12月18日7:00現在

国土交通省

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１２月１２日からの大雪等にかかる被害状況について（第７報）
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12月17日 18:00 警戒体制 近畿運輸局 12月16日 20:30 注意体制

中国地方整備局 12月16日 22:00 注意体制 中国運輸局 12月16日 　6:30 注意体制

四国地方整備局 12月17日 15:30 注意体制 四国運輸局 12月16日 16:30 注意体制
17:10 警戒体制

九州地方整備局 12月16日 17:30 注意体制 九州運輸局 12月16日 16:40 注意体制

国土地理院 12月12日 13:30 注意体制 気象庁 12月16日 17:00 警戒体制
12月17日 16:00 警戒体制

２．気象状況
（１）積雪の深さの状況（12月18日6時現在）

○北日本・東日本・西日本では、積雪深が平年を上回っている所が多い。

（２）積雪の観測値（12月18日6時現在）
○道府県ごとの積雪深 大地点を抽出し、降順に並べ替えた上位10位

◆  妙高笹ヶ峰(みょうこうささがみね)(新潟県妙高市)  259cm (12月18日04時)
◇  悪沢(水機構)(わるさわ)(群馬県みなかみ町)  225cm
◇  戸狩(とがり)(長野県飯山市)  183cm
◇  荷暮(にぐれ)(福井県大野市)  155cm
◇  横岳(よこだけ)(岩手県奥州市)  154cm

 南郷(なんごう)(福島県南会津町)  145cm 平年比630
◇  滝の沢(たきのさわ)(青森県平川市)  143cm

 肘折(ひじおり)(山形県大蔵村)  134cm 平年比209
 層雲峡(そううんきょう)(北海道上川町)  131cm 平年比247

◇  中河内(なかかわち)(滋賀県長浜市)  131cm
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※ データを即時的に収集し、その品質の確認が可能な以下の積雪計データの中から抽出。

気象庁アメダス（無印、322か所）、

国土交通省データ（◇印、130か所）、防災科学技術研究所データ（◆印、21か所）、

自治体データ（◎印、162か所）

※

（３）風の観測値
○ 大風速（12月16日から12月18日6時）

北海道 納沙布 30.7m/s (東) 17日 4時51分
東京都 神津島 29.8m/s (西北西) 16日17時57分
北海道 えりも岬 28.9m/s (西) 17日16時28分
東京都 三宅坪田 27.5m/s (南南西) 16日17時48分
山形県 飛島 26.3m/s (西北西) 17日22時57分

○ 大瞬間風速（12月16日から12月18日6時）
東京都 神津島 41.7m/s (西北西) 16日17時49分
北海道 根室 39.9m/s (東) 17日 4時59分
北海道 納沙布 38.3m/s (東) 17日 4時42分
北海道 えりも岬 38.0m/s (西) 17日19時31分
東京都 三宅坪田 36.0m/s (南南西) 16日17時43分

(４)波浪の状況（12月16日から12月18日6時）
（波浪観測値）
【気象庁所管】

北海道 上ノ国 7.9m 17日 18時00分
京都府 経ヶ岬 6.3m 17日 21時00分

【国土交通省港湾局所管】
山形県 酒田港 8.8m 18日 00時40分
石川県 輪島港 7.9m 18日 03時40分
秋田県 秋田港 7 8m 17日 15時20分

平年比（気象庁アメダスのみ）：平年値（1981年から2010年までの30年間のデータを平均した値）との比
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秋田県 秋田港 7.8m 17日 15時20分
石川県 金沢港 7.6m 17日 18時40分
福井県 福井港 7.5m 17日 17時20分
鹿児島県 名瀬港 7.2m 17日 02時40分
新潟県 新潟港 6.4m 17日 20時00分
兵庫県 柴山港 6.4m 18日 05時40分
福井県 敦賀港 6.2m 17日 21時20分
GPS波浪計 山形県沖 9.2m 18日 02時20分
GPS波浪計 秋田県沖 8.6m 17日 13時20分
GPS波浪計 青森西岸沖 8.4m 17日 11時40分

（５）潮位の状況（12月16日から12月18日6時）
【気象庁所管】

北海道 花咲 標高 1.3m 17日 08時03分
【国土交通省港湾局所管】

北海道 根室港 標高 2.0m 17日 08時49分 17日12時30分頃から欠測
北海道 枝幸港 標高 1.1m 17日 21時14分

（６）今後の天気の見通し及び注意・警戒事項（12月18日7時現在）
○急速に発達した低気圧が北海道付近にあり、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いている。この
ため、今日18日夕方にかけて、特に北海道地方では見通しがまったくきかない猛ふぶき、北陸地方と
北日本を中心とした大雪に厳重な警戒が必要。
○今日18日は、全国的に風が強く、北日本と東日本では、雪を伴って非常に強い風が吹く見込み。ま
た、北海道地方と東北地方から西日本の日本海側では、平地を含め大雪となるおそれがある。太平
洋側でも雪雲が流れ込んで積雪となる所がある見込み。
○北日本と北陸地方の海上は猛烈なしけとなり、北日本の沿岸は高潮のおそれもある。
○暴風や暴風雪、高波、大雪、高潮に厳重に警戒。なだれや落雪、路面の凍結、電線・電柱・樹木の
着雪による停電や倒木、除雪作業中の事故、落雷や竜巻等の激しい突風にも注意。
○各地の気象台が発表する警報や注意報、気象情報に留意。
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３．国土交通省の対応

○事務次官以下の関係局長等会議を開催し、週末の大雪への対応について確認（12月12日）

○リエゾン（情報連絡員）の派遣

・北海道開発局より、1道26市町村へのべ134人・日派遣(12/16～派遣中)。
（単位：人）

16 17 18

4 6 6

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2

2 2

3 3 3

3 3 3

2

3 3

3 3

3 3

2

2

2

北海道浜頓別町 6

北海道猿払村 6

北海道広尾町 2

北海道足寄町 2

北海道本別町 2

北海道鶴居村 4

北海道大空町 9

北海道斜里町 9

北海道釧路市 2

北海道枝幸町 6

北海道中標津町 6

北海道別海町 6

北海道弟子屈町 6

北海道釧路町 4

北海道標茶町 6

　　　　　　　　　月
日
派遣場所

12
合計

北海道 16

北海道羅臼町 6

北海道標津町 6

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催し、今後の気象状況と週末の大雪への対応について確認。
（12月12日）
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４．気象庁の対応

５．海上保安庁の対応状況等

○ 北海道根室市内陸部における孤立者救助
　　12月17日、北海道根室市からの要請により、緑町の孤立者６名を救助。
○ 北海道根室市根室港において巡視船艇が損傷
　 根室港及び花咲港に停泊中の巡視船艇４隻が岸壁に接触し、船体損傷等発生（乗組員の怪我及び油
の流出等なし）
○ 航行の障害となる海上漂流物の存在、航路標識の一時的な消灯及び倒壊等を認めた場合は、必要に
応じて航行警報を発出し、航行船舶に対して情報提供を実施。
○ 港の条件等及び低気圧の発達に応じて、港外避難等の準備作業や実施などの勧告を順次発出してお
り、港外避難し錨泊している船舶等に対し、走錨監視や情報提供を実施。

(海上保安庁の施設等の被害)

北海道上川町 2

北海道下川町 4

北海道北見市 4

北海道網走市 4

合　計 134

北海道士幌町 2

北海道厚岸町 4

北海道浜中町 4

北海道白糠町 2

北海道根室市 4

北海道本別町 2

○札幌管区気象台など北日本各地の気象台では、防災機関・報道機関向け説明会を実施。気象庁で
は、発達する低気圧について16日に記者会見を実施。
○気象庁では、大雪と低温の異常天候早期警戒情報や暴風雪と高波及び大雪に関する全般気象情報
等を発表するとともに、各地の気象台から気象情報等を発表して、厳重な警戒を呼びかけている。

(海上保安庁の施設等の被害)
　ナブテックス釧路局通信障害発生。同小樽局及びインマルサット衛星通信により代行放送実施。
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６．所管施設等の状況

○海岸関係（12月18日7:00現在）
１）水門・陸閘等の操作状況

２）海岸保全施設の被害状況

３）一般被害状況

北海道開発
局

北海道 根室海岸 根室市 確認中 11 4

12月17日 8時22分 幌茂尻 避難勧告
12月17日 8時04分 弥生町 避難勧告
12月17日 8時15分 梅ケ枝町 避難勧
告
12月17日 8時35分 汐見町 避難勧告
12月17日 8時25分 温根沼 避難勧告
12月17日 8時22分 穂香 避難勧告
12月17日 8時22分 緑町 避難勧告
12月17日 8時04分 西浜町 避難勧告
・避難場所：総合文化会館、図書館、
海星小中学校
・10:00現在の避難勧告状況（根室市）
730戸＝1500人

12月17日 9時00分 本別海 避難指示
対象世帯：97戸　対象人数267人
12月17日 8時30分 尾岱沼 避難勧告

北海道開発
局

北海道 確認中

整備局 都道府県 海岸 被害箇所 被害状況等
浸水家屋数

避難状況
床上 床下

操作状況

北海道開発
局

北海道

新川水門
（浜中町）

１２／１６  １７：００～閉鎖

根室港海岸
（根室市）

浸水の恐れがある区域に存する陸閘２３基を閉鎖（うち、１９基は常時閉鎖）

整備局 都道府県 海岸 被害箇所 被害状況等 対策状況

整備局 都道府県 海岸
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○道路（12月18日8:00現在）

【高速道路】
被災による通行止め：なし
※積雪等による通行止め：１３路線（１８区間）、災対法第76条の6に基づく指定区間：１区間
○ 道路名：東北自動車道

区間名：安代IC～碇ヶ関IC［12/17 21:20～継続中］
区間名：福島西IC～福島飯坂IC［12/17 4:15～継続中］

○ 道路名：関越自動車道
区間名：六日町ＩＣ～小出ＩＣ［12/18 4:25～継続中］

○ 道路名：上信越自動車道
区間名：妙高高原IC～中郷IC［12/18 0:00～継続中］

○ 道路名：北陸自動車道
区間名：柿崎IC～上越IC［12/18 2:25～継続中］
区間名：西山IC～中之島見附IC［12/17 4:25～継続中］

○ 道路名：東海北陸自動車道
区間名：白川郷IC～一宮ＪＣＴ［12/17 7:30～継続中］

○道路名：東海環状自動車道

北海道開発
局

北海道 羅臼海岸 羅臼町 確認中 5 避難勧告無し

北海道開発
局

北海道 厚岸海岸 厚岸町 確認中 避難勧告無し

北海道開発
局

北海道 別海海岸 別海町 確認中 2 1

12月17日 8時30分 尾岱沼 避難勧告
12月17日 8時30分 床丹（１番地） 避
難勧告
12月17日 8時30分 床丹（その他） 避
難勧告
12月17日 8時30分 走古丹 避難勧告
対象世帯：264戸　対象人数：927人

区間名：関広見IC～可児御岳IC ［12/17 23:30～継続中］
区間名：養老JCT～大垣西IC ［12/18 1:00～継続中］
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○道路名：中央自動車道
区間名：小牧JCT～多治見IC ［12/18 1:10～継続中］

○道路名：名古屋第2環状自動車道
区間名：名古屋西IC～名古屋南JCT ［12/18 0:30～継続中］
区間名：名古屋IC～上社JCT ［12/18 1:00～継続中］

○道路名：東名阪自動車道
区間名：桑名西IC～名古屋西JCT ［12/18 0:30～継続中］

○ 道路名：名古屋高速
区間名：全線［12/17 23:32～継続中］

○ 道路名：山陽自動車道
区間名：広島IC～本郷IC［12/17 3:40～継続中］
区間名：広島IC～岩国IC［12/17 9:10～継続中］

○ 道路名：広島自動車道
区間名：広島JCT～広島西風新郎IC［12/17 9:10～継続中］

○ 道路名：米子自動車道
区間名：湯原IC～江府IC［12/17 14:20～継続中］

【直轄国道】
被災による通行止め：なし
※積雪等による通行止め：２９区間、災対法第76条の6に基づく指定区間：１８区間
（北海道）
○道路名：国道243号　

区間名：北海道網走郡美幌町古梅〜川上郡弟子屈町ウランコシ　[12/16 20:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道241号　
区間名：北海道川上郡弟子屈町字奥春別〜釧路市阿寒町オクルシベ　[12/16 21:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道39号　
区間名：北海道上川郡上川町層雲峡温泉〜北見市留辺蘂町富士見　[12/17 1:00～継続中]

○道路名：国道273号
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○道路名：国道273号　
区間名：北海道河東郡上士幌町三股〜上川郡上川町層雲峡大学平　[12/17 1:00～継続中]

○道路名：国道243号　
区間名：北海道川上郡弟子屈町仁多〜野付郡別海町別海　[12/17 1:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道244号　
区間名：北海道斜里郡斜里町字越川〜標津郡標津町字伊茶仁　[12/17 2:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道238号　
区間名：北海道網走市三眺〜紋別郡湧別町北兵村　[12/17 6:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道238号　
区間名：北海道紋別郡湧別町錦町〜紋別市元紋別　[12/17 6:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道272号　
区間名：北海道釧路郡釧路町上別保〜標津郡標津町南８条西　[12/17 6:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：美幌バイパス　
区間名：高野交差点〜女満別空港IC　[12/17 7:25～継続中]

○道路名：国道392号　
区間名：北海道白糠郡白糠町茶路〜白糠郡白糠町上茶路　[12/17 8:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道244号　
区間名：北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町〜野付郡別海町本別海　[12/17 10:00～継続中]

○道路名：国道238号　
区間名：北海道枝幸郡浜頓別町智福〜宗谷郡猿払村浜鬼志別　[12/17 10:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道238号　
区間名：北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別〜稚内市宗谷村　[12/17 10:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名 国道334号○道路名：国道334号　
区間名：北海道斜里郡斜里町中斜里〜網走郡美幌町報徳　[12/17 11:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定
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○道路名：北見道路
区間名：北見西ＩＣ～北見東ＩＣ　[12/17 11:45～継続中]

○道路名：旭川紋別自動車道　
区間名：比布北ＩＣ～丸瀬布ＩＣ　[12/17 11:55～継続中]

○道路名：国道238号　
区間名：北海道稚内市宗谷岬〜稚内市声問村　[12/17 12:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道273号　
区間名：北海道上川郡上川町字日東〜紋別市渚滑町　[12/17 15:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道333号　
区間名：北海道上川郡上川町字上越〜紋別郡遠軽町奥白滝　[12/17 15:00～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道231号　
区間名：北海道石狩市浜益区幌〜石狩市浜益区雄冬　[12/17 15:00～継続中]

○道路名：国道242号　
区間名：北海道紋別郡湧別町北兵村三区〜紋別郡遠軽町大通　[12/17 16:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：国道239号　
区間名：北海道紋別郡西興部村西興部〜上川郡下川町一の橋　[12/17 16:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

○道路名：名寄美深道路
区間名：名寄IC〜美深北IC　[12/17 18:00～継続中]

○道路名：国道238号　
区間名：北海道枝幸郡枝幸町目梨泊〜枝幸郡浜頓別町頓別　[12/17 18:30～継続中]
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

（東北）
○ 道路名：国道7号

区間名：山形県鶴岡市三瀬横町地内［12/17 15:25～継続中］
（中部）
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（中部）
○道路名 国道41号（バイパス旧道）

区間名：高山市下切町 松本町交差点～八千代橋　[12/18 1:00～継続中]
（四国）
○道路名：松山道

区間名：西予宇和ＩＣ～宇和島北ＩＣ　[12/17 13:10～継続中]

積雪のため、並行する国道56号において災対法に基づく区間指定継続

○道路名：国道56号　中村宿毛道路
区間名：四万十ＩＣ～平田ＩＣ〔12/17　14:35～継続中〕

※積雪等による通行止め解除：９区間

（北海道）
道路名：国道274号　
区間名：北海道沙流郡郡日高町千栄台颱橋〜上川郡清水町石山　[12/16 22:50～12/18 8:00解除]
災対法に基づく区間指定廃止
道路名：国道334号　
区間名：北海道斜里郡斜里町ウトロ西〜斜里郡斜里町光陽町　[12/17 3:00～12/18 8:00解除]
災対法に基づく区間指定廃止
道路名：国道39号　
区間名：北海道網走郡美幌町報徳〜網走市大曲　[12/17 13:00～12/18 8:00解除]
災対法に基づく区間指定廃止
道路名：国道244号　
区間名：北海道網走市港町〜斜里郡斜里町美咲　[12/17 15:00～12/18 8:00解除]
災対法に基づく区間指定廃止
道路名：国道39号　
区間名：北海道北見市端野町二区〜網走郡美幌町高野　[12/17 15:30～12/18 8:00解除]
災対法に基づく区間指定廃止

（東北）
道路名：国道101号
区間名：浪岡ＩＣ～つがる柏ＩＣ［12/17 11:00～12/18 6:00 解除］
道路名 秋田自動車道道路名：秋田自動車道
区間名：大館北ＩＣ～小坂北ＩＣ間［12/17 22:40～12/8 8:00解除］

（四国）
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道路名：国道56号
区間名：宇和島市吉田町立間～宇和町伊賀上〔12/17　15:30～12/18　0:30解除〕
吹雪のため、災対法に基づく区間指定
道路名：国道56号
区間名：西予市宇和町信里～大洲市北只〔12/17　16:20～23:00解除〕
吹雪のため、災対法に基づく区間指定

【補助国道】
被災による通行止め：２区間 ○印は規制中箇所

○

○

※強風による通行止め：１区間
○ 道路名：国道410号

区間名：千葉県南房総市白浜町根本～南房総市白浜町滝口［12/17 11:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

倒木
・通行止開始日時：12月17日10時40分～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし
・通行止解除日時：12月17日19時00分

国道305号 福井県
フクイケン

あわら市
シ

牛山
ウシヤマ

～北潟
キタガタ

路面冠水
・通行止開始日時：12月17日19時00分～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道403号
長野県
ナガノケン

千曲市
チクマシ

大字
オオアザ

八幡
ヤワタ

（千曲川展
　　　チクマガワテン

望公園）
ボウコウエン

倒木
・通行止開始日時：12月17日14時20分～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし
・通行止解除日時：12月17日23時00分

国道403号
長野県
ナガノケン

千曲市
チクマシ

大字
オオアザ

八幡
ヤワタ

（県道
ケンドウ

姨捨
オバステ

停車場
　テイシャジョウ

線
　　　セン

交点
　　　コウテン

）
倒木

・通行止開始日時：12月17日14時45分～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし
・通行止解除日時：12月17日23時00分

国道403号

長野県
ナガノケン

千曲市
チクマシ

大字
オオアザ

八幡
ヤワタ

（１号
イチゴウ

カー

ブ）～千曲市
チクマシ

大字
オオアザ

芝山
　シバヤマ

トンネル交
コ

差
ウサ

部
ブ

倒木
・通行止開始日時：12月18日4時40分～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし

国道361号
岐阜県高山市山口町～高山市久々
ギフケンタカヤマシヤマグチチョウ         　タカヤマシ　　ク

野町
グノチョウ
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※波浪による通行止め：１区間
○ 道路名：国道402号

区間名：新潟県長岡市寺泊町志戸橋～出雲崎町井鼻 ［12/17 23:30～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※積雪による通行止め：１９区間
○ 道路名：国道394号

区間名：青森県青森市田代十文字～十和田市谷地［12/17 13:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道394号
区間名：青森県青森市城ヶ倉～青森市沖揚平［12/17 13:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道400号
区間名：福島県南会津郡下郷町戸赤～大沼郡昭和村大芦 ［12/17 18:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道353号
区間名：新潟県十日町市通り山～新潟県南魚沼市上野 ［12/17 17:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
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○ 道路名：国道120号
区間名：栃木県日光市湯元～群馬県境 ［12/18 2:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道120号
区間名：群馬県片品村東小川（栃木県境金精ﾄﾝﾈﾙ）～（丸沼ｽｷｰ場入口）［12/18 2:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路なし

○ 道路名：国道148号
区間名：長野県小谷村国界橋（県境）～白馬村岩岳入口交差点［12/18 4:30～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路なし、交通事故2箇所発生、待機車両２００台程度との

○ 道路名：国道142号
区間名：長野県諏訪郡下諏訪町下諏訪～小県郡長和町和田［12/17 7:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道158号
区間名：岐阜県高山市清見町（飛騨清見IC）～高山市荘川町（荘川IC）［12/17 9:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路なし

○ 道路名：国道257号
区間名：岐阜県高山市清見町大原～高山市清見町麦島［12/17 9:30～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路なし

○ 道路名：国道193号
区間名：徳島県那賀郡那賀町沢谷［12/17 9：00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道441号
区間名：愛媛県北宇和郡鬼北町大宿［12/17 17：00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道197号
区間名：愛媛県八幡浜市大平～八幡浜市保内町喜木［12/17 18：20～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道385号
区間名：福岡県那珂川町五ヶ山［12/17 2:20～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道385号
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○ 道路名：国道385号
区間名：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈［12/17 2:20～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道389号
区間名：長崎県雲仙市国見町田代原～雲仙市国見町多比良戊［12/17 0:08～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道268号
区間名：熊本県水俣市葛渡［12/17 10:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道388号
区間名：宮崎県椎葉村大字大河内［12/17 17:00～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道268号
区間名：鹿児島県伊佐市大口山野（［12/17 9:45～継続中］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※積雪等による通行止め解除：７区間
○ 道路名：国道289号

区間名：福島県西白河郡西郷村大字真船～南会津郡下郷町南倉沢［12/17 11:45～16：30解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道267号
区間名：熊本県人吉市西大塚町～人吉市東大塚町［12/17 9:00～16:00解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道221号
区間名：宮崎県えびの市加久藤［12/17 7:00～19:30解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道447号
区間名：宮崎県えびの市大字内竪［12/17 11:00～17:00解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道221号
区間名：熊本県人吉市大畑町～人吉市段塔町［12/17 7:00～19:30解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

○ 道路名：国道267号
区間名：鹿児島県伊佐市大口木ノ氏［12/17 9:08～16:00解除］
状 況：人身物損なし 孤立なし 迂回路あり状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
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○ 道路名：国道447号
区間名：鹿児島県伊佐市大口青木（［12/17 11:00～17:00解除］
状　況：人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

【都道府県・政令市道】(３１区間)
12月17日 16:00 12月18日 7:00

（計31区間） （計41区間）

・北海道 10区間（越波、倒木6、冠水3） → ・北海道 9区間（越波4、倒木5）

・青森県 1区間（積雪） → ・青森県 1区間（積雪）

・秋田県 1区間（積雪） → ・秋田県 2区間（積雪）

・福島県 1区間（積雪）

・栃木県 1区間（積雪）

・長野県 2区間（倒木） → ・長野県 3区間（倒木）

・新潟県 2区間（越波、雪崩）

・石川県 1区間（倒木） → ・石川県 2区間（倒木、法面崩落）

・富山県 1区間（倒木）

・岐阜県 1区間（積雪・倒木） → ・岐阜県 1区間（積雪）

・徳島県 5区間（積雪） → ・徳島県 5区間（積雪）

・愛媛県 1区間（法面崩落） → ・愛媛県 4区間（法面崩落、積雪3）

・佐賀県 1区間（積雪） → ・佐賀県 1区間（積雪）

・熊本県 4区間（積雪） → ・熊本県 4区間（積雪）

・宮崎県 1区間（積雪） → ・宮崎県 1区間（積雪）

・鹿児島県 3区間（積雪） → ・鹿児島県 3区間（積雪）

【孤立情報】（１箇所）
①日時：１２月１７日夜
②場所：新潟県魚沼市上折立　（主）小出奥只見線（こいでおくただみせん）
③人的・物損被害：なし
④孤立集落：有り３５名（宿泊施設３棟３４人、発電所１人）　　　　　 　
⑤原因：雪崩
⑥ライフライン：確保
⑦そ 他 安否は確認済
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⑦その他： 安否は確認済み。
１８日朝から除雪作業に着手。本日中の復旧の見通し。

○鉄道関係（12月18日　7：00現在）
8事業者　24路線　　運転休止

留萌線 全線 12/17 始発 発達した低気圧接近による

奥羽線
庭坂駅～山形駅間 12/17 始発 大雪

大曲駅～秋田駅間 12/18 始発 大雪

羽越線 吹浦駅～新屋駅間 12/17 5:30 大雪

五能線 能代駅 鰺ヶ沢駅間 12/17 5 28 大雪

宗谷線
名寄駅～稚内駅間 12/17 始発 発達した低気圧接近による

旭川駅～名寄駅間 12/18 始発 発達した低気圧接近による

釧網線 全線 12/17 始発 発達した低気圧接近による

石北線 上川駅～網走駅間 12/17 始発 発達した低気圧接近による

日高線 全線 12/17 始発 発達した低気圧接近による

根室線

滝川駅～富良野駅間

12/17 始発

12/17 15:25 発達した低気圧接近による

富良野駅～釧路駅間 12/18 6:19 発達した低気圧接近による

釧路駅～根室駅間 発達した低気圧接近による

始発 12/18 5:40 発達した低気圧接近による

室蘭線 全線 12/17 始発 12/17 12:29 発達した低気圧接近による

ＪＲ北海道

函館線 長万部駅～函館駅間 12/17 始発 12/17 10:30 発達した低気圧接近による

札沼線 北海道医療大学駅～新十津川駅間 12/17 始発 発達した低気圧接近による

石勝線
南千歳駅～新得駅間 12/17 始発 12/18 5:40 発達した低気圧接近による

新夕張駅～夕張駅間 12/17

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

只見線
小出駅～只見駅間 12/17 7:30 大雪

五能線 能代駅～鰺ヶ沢駅間 12/17 5:28 大雪
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○自動車関係（12月18日7:00現在）
【バ 関係】

富山地方鉄道 本線 内山駅～宇奈月駅間 12/18 始発 大雪

名古屋ｶﾞｲﾄﾞｳｪｲﾊﾞｽ 志段味線 大曽根駅～小幡緑地駅間 12/18 始発 大雪

三陸鉄道 南リアス線 盛駅～釜石駅間 12/18 始発 大雪

山形鉄道 フラワー長井線 荒砥駅～赤湯駅間 12/18 6:30 大雪

ＪＲ四国 本四備讃線
児島駅～宇多津駅間 12/16 16:07 12/17 13:15 強風

児島駅～坂出駅間 12/16 16:07 12/17 13:15 強風

ＪＲ東海 高山線 杉原駅～猪谷駅間 12/17 11:55 倒木（飛騨一ノ宮駅～高山駅間）

ＪＲ西日本

北陸線 芦原温泉駅～松任駅間 12/17 始発 12/18 始発 強風

大糸線 南小谷駅～糸魚川駅間 12/17 8:15 大雪

山陰線

米坂線 小国駅～今泉駅間 12/17 13:34 大雪

上越線
越後湯沢駅～水上駅間 12/17 13:27 大雪

小出駅～六日町駅間 12/17 13:27 大雪

出雲市駅～大田市駅間
12/17 9:00

12/17 17:54 強風

大田市駅～益田駅間 12/17 13:50 強風

12/17 12:12 強風

黒姫駅〜新井駅間 12/17 13:51 大雪

大糸線 信濃大町駅～南小谷駅間 12/17 始発 大雪

飯山線 戸狩野沢温泉駅〜越後川口駅間 12/17 8:20 大雪

磐越西線 郡山駅～喜多方駅間 12/18 始発 大雪

釜石線 釜石駅～遠野駅間 12/18 始発 大雪

只見線
会津川口駅～会津若松駅間 12/17 18:49

ＪＲ東日本

大雪

信越線
柿崎駅〜笠島駅間
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【バス関係】

帯運観光㈱、北都交通
㈱

帯広新千歳空港線 一部運休
17日朝５時発のみ運休以
後通常

北海道北見バス㈱、道
北バス㈱

遠軽旭川（北大雪号）線 運休 17日終日運休予定

斜里バス㈱ ウトロ～札幌（イ グルライナ ） 運休 18日終日運休予定

北 海 道 中 央 バ ス ㈱ 、
ジェイ・アール北海道バ
ス㈱、道北バス㈱、北紋
バス㈱

札幌紋別線 運休

阿寒ﾊﾞｽ㈱、北海道北見
ﾊﾞｽ㈱

釧路北見線 運休

北都交通㈱、根室交通
㈱

札幌根室線 運休
16日深夜札幌発便北広島
から戻り、同日深夜根室発
共春から戻り

札幌釧路線 運休
７：４５札幌発便運休 以後
便は未定

北海道中央バス㈱、北
海道北見バス㈱、網走
バス㈱

札幌北見網走線 一部運休 18日深夜便は運行予定

北海道中央バス㈱、道
北バス㈱、北海道北見
バス㈱

札幌遠軽線 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考

北海道運輸局管内

道北バス㈱、十勝バス
㈱、北海道拓殖バス㈱

旭川帯広線 運休

道北バス㈱、阿寒バス
㈱

旭川釧路線 運休

道北バス㈱、北海道北
見バス㈱

旭川北見線 運休

北海道バス㈱

斜里バス㈱ ウトロ～札幌（イーグルライナー） 運休 18日終日運休予定
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WILLER EXPRESS 東京～新潟 運休

WILLER EXPRESS 東京～金沢・福井 運休

関東運輸局管内

西武観光バス さいたま～福岡 運休

WILLER EXPRESS 東京～秋田 運休

東北運輸局管内

秋北バス 大館～仙台 一部運休

秋北バス 能代～仙台 運休

道北バス㈱ 旭川紋別線 運休

北都交通㈱、根室交通
㈱

札幌根室線 運休

宗谷バス㈱ 鬼志別旭川線 一部運休 鬼志別～浜頓別間運休

沿岸バス㈱ 札幌留萌羽幌豊富線 一部運休
17日札幌発１０時発から全
部運休、札幌行き１０時３５
分発から全部運休

宗谷バス㈱、北都交通
㈱

札幌稚内線 一部運休
17日23時発便（往復）につ
いて、15時00分まで運行見
合わせ　→運休

宗谷バス㈱、道北バス
㈱

枝幸旭川線 一部運休
17日旭川発11時30分運休・
枝幸発16時30分運休
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名鉄バス 名古屋～富山 一部運休

北陸鉄道・濃飛乗合自動車山線（金沢駅～高山濃飛バスセンタ 一部運休

中部運輸局管内

名鉄バス 名古屋～高山 一部運休

新潟交通 新潟～高田・直江津 一部運休

長電バス、富山地鉄北斗バス 長野～富山 運休

富山地方鉄道・名鉄バス 富山～長野 一部運休

新潟交通・名鉄バス 新潟～名古屋 一部運休

新潟交通・長電バス 新潟～長野 運休

日本中央バス 新潟～高崎・前橋 一部運休

オー・ティー・ビー 東京～北陸方面 運休

北陸信越運輸局管内

新潟交通・越後交通・西武バス 新潟～池袋 一部運休

WILLER EXPRESS 東京～広島 運休

WILLER EXPRESS 東京～松江 運休

富士急山梨バス 河口湖・富士山駅～福岡 一部運休

WILLER EXPRESS 東京～秋田 運休

名鉄バス 名古屋 富山 部運休

名鉄バス 名古屋～高岡氷見 一部運休
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近鉄バス(株) 鹿児島特急線 運休

三重交通 名古屋～上野 運休

ジェイアール東海バス 名古屋～高山 一部運休

近畿運輸局管内

岐阜乗合自動車株式会
社

岐阜～高山 一部運休

岐阜乗合自動車株式会
社

名古屋～白川 運休

三重交通 名古屋～南紀 一部運休

濃飛乗合自動車株式会
社

岐阜～高山 一部運休

濃飛乗合自動車株式会
社

高山～京都・大阪 運休

濃飛乗合自動車株式会
社

白川郷～金沢 一部運休

名鉄バス 名古屋～新潟 一部運休

ジェイアール東海バス 名古屋～高山 一部運休

濃飛乗合自動車株式会
社

名古屋～高山 一部運休

名鉄バス 名古屋～白川郷 全便運休

阪急観光バス(株) 京都～西神天神バスセンター 運休

近鉄バス(株) 高山特急線 運休

近鉄バス(株) 宮崎特急線 運休
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中国バス、鞆鉄道、広
島交通

広島～福山 運休

中国バス 広島交通 広島～平成大学 運休

中国ＪＲバス 広島～高松 一部運休

中国ＪＲバス 広島～大阪・京都 一部運休

中国ＪＲバス、中鉄バ
ス、一畑バス、日ノ丸自
動車、両備HD

出雲～岡山 一部運休

広交観光 広島～神戸 運休

広交観光、中国ＪＲバス 広島～岡山 一部運休

広交観光 広島～徳島 一部運休

中国運輸局管内

広交観光 広島～高知 運休

広交観光 広島～今治 一部運休

近鉄バス(株) 熊本特急線 運休

西日本ジェイアールバ
ス(株)

京都駅・大阪駅～広島駅 運休

西日本ジェイアールバ
ス(株)

京都駅～出雲市駅 運休

近鉄バス(株) 鹿児島特急線 運休

近鉄バス(株) 山口特急線 運休

近鉄バス(株) 長崎特急線 運休

中国バス、広島交通 広島～平成大学 運休
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いわさきバスネットワー
ク(株)ほか

福岡⇔鹿児島　桜島号 通常運行 為通行止解除

玖珠観光バス 全線始発から運行を見合わせています。 通常運行 為通行止解除

南国交通(株)ほか 鹿児島～福岡線(桜島号) 通常運行 為通行止解除

九州運輸局管内

宮崎交通(株)ほか 福岡⇔宮崎　 フェニックス号 通常運行 為通行止解除

宮崎交通(株)ほか 新八代⇔宮崎　 B&S みやざき 通常運行 為通行止解除

JR四国バス 高松～広島 運休

徳島バス 徳島～広島 運休

とさでん交通 高知～広島 運休

防長
ボウチョウ

交通
コウツウ

、広
ヒロ

交
コウ

観光
カンコウ

徳山
トクヤマ

～広島
ヒロシマ

運休

防長
ボウチョウ

交通
コウツウ

田布施
タブセ

～広島
ヒロシマ

一部運休

四国運輸局管内

中国バス、広島交通 広島～甲奴 運休

防長交通 湯田温泉～広島 一部運休

防長交通 防府～広島 運休

中国バス、本四バス開
発、因の島運輸、広島
交通

広島～因島 運休

13 / 16

【トラック、バスターミナル、自動車道、整備事業関係】
・現時点で被害情報なし

○海事局（12月18日7:00現在）

・所管施設等で被害情報なし。

・76事業者91航路で運休中（一部運休含む。）9事業所9航路で運航再開

九州産交バス(株)ほか 熊本～鹿児島（きりしま）  通常運行 為通行止解除

大分バス(株)ほか
大分・別府～三宮・大阪・京都（Ｓ
ＯＲＩＮ号）

運休
12/18 京都発→大分行は
降雪による高速道通行止
の影響で、運休

事業者名 航路名 運航状況

九州産交バス(株)ほか 宮崎～熊本線（なんぷう号） 通常運行 為通行止解除

九州産交バス(株)ほか 宮崎～鹿児島線（はまゆう号） 通常運行 為通行止解除

九州産交バス(株)ほか 宮崎～長崎線（ブルーロマン号） 運休 為通行止解除

南国交通(株)ほか 鹿児島～熊本  通常運行 為通行止解除

南国交通(株)ほか 鹿児島～宮崎  通常運行 為通行止解除

南国交通(株)ほか 鹿児島～長崎 通常運行 為通行止解除

南国交通(株)ほ 鹿児島 福岡線(桜島号) 通常運行 為通行 解除

ハートランドフェリー 稚内～利尻・礼文航路 運休
江差～奥尻航路 運休

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売・焼尻航路 欠航　
津軽海峡フェリー 函館～青森航路 一部運休

函館～大間 運休

共栄運輸 函館～青森　 一部運休　
シィライン株式会社 青森～佐井 運休

函館 大間 休
北日本海運 函館～青森　 一部運休　
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(有)野島海運 野島～三田尻 運休

(有)高福ライナー 家島～姫路 運休
牛島海運(有) 牛島～室津 運休
萩海運(有) 三島～萩 運休

（株）ＯＭこうべ 神戸空港～関西空港 運休
沼島汽船（株） 沼島～洲本 運休
坊勢汽船（株） 西島～姫路 運休

　 千歳渡 運休
　 船町渡 運休
（株）淡路ジェノバライン 明石～岩屋 運休

新日本海フェリー 舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧 運休
大阪市 木津川渡 運休
　 天保山渡 運休

鳥羽市 鳥羽～神島　 運休
西尾市 一色～佐久島　 運休
志摩マリンレジャー（株） 和具～賢島 運休

師崎～篠島・日間賀島 運休
津エアポートライン（株） 津新港～空港島　 運休

松阪港～空港島 運休

（株）富士急マリンリゾート　 熱海～初島～伊東 運休
(株)ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌｪﾘｰ　 清水～土肥　 運休
名鉄海上観光船（株） 伊良湖～河和 運休

熱海～大島 運休
東京湾フェリー（株） 金谷～久里浜 運休
伊勢湾フェリー㈱ 鳥羽～伊良湖 運休

佐渡汽船株式会社 新潟～両津 運休
東海汽船（株） 東京～八丈島 運休

東京～大島～神津島 運休

網地島ライン 石巻～長渡 運休
シーパル女川汽船(株) 女川～江島 欠航
川崎近海汽船（株） 八戸～苫小牧 一部運休

酒田市 酒田～勝浦 運休
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今治市 岡村～今治 運休
㈱宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運休
内海フェリー㈱ 高松～草壁 一部運休

小豆島豊島フェリー㈱ 宇野～土庄　　 一部運休
三洋汽船㈱ 多度津～佐柳　 運休
伊島連絡交通事業(有) 伊島～答島 運航再開

四国汽船㈱ 高松～宮浦　 運休
雌雄島海運㈱ 高松～男木 運休
小豆島フェリー㈱ 高松～土庄 一部運休

斎島汽船(株) 久比～斎島 運休
岩国柱島海運(株) 岩国～柱島 運休
(有)三原海陸運輸 向田～三原 運休

瀬戸内シーライン(株) 宇品～切串 運航再開
江田島汽船(株) 三高～宇品 運航再開
三洋汽船(株) 笠岡～白石、笠岡～六島 運休

防予フェリー(株) 柳井～松山 運休
周防大島松山フェリー(株) 柳井～伊保田～松山 運休
瀬戸内海汽船(株) 広島～呉～松山 運航再開

周防大島町 情島～伊保田 運休
久賀～前島 運休

隠岐汽船(株) 七類・境港～隠岐 運休

上関航運(有) 祝島～柳井 運休
熊南総合事務組合 馬島～麻里布～佐合島～佐賀 運航再開
周防灘フェリー(株) 徳山～竹田津 運航再開

(有)野島海運 野島～三田尻 運休
平郡航路(有) 平郡～柳井 運休
上関町 八島～上関 運休

粟島汽船㈱ 須田～粟島 運休
備讃フェリー㈱ 丸亀～広島 一部運休

豊島フェリー㈱ 高松～家浦 運休
㈱えひめ南汽船 九島～宇和島 運休

弓削汽船㈱ 弓削～佐島～土生 運休

㈲くるしま 馬島～波止浜 運休

弓削汽船㈱ 弓削 佐島 土生 運休
上島町 魚島～弓削～土生 運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）（12月18日 7:00現在）

鷹島汽船（有） 阿翁～御厨 運休
瀬戸内町 与路～古仁屋 運休

運休
宗像市 地島～神湊 運休

大島～神湊～地島 運休
甑島商船（株） 串木野～甑島 運休

熊本～島原 運航再開
コスモライン（株） 鹿児島～種子島～屋久島 運休

折田汽船（株） 鹿児島～屋久島 運休
九州商船（株） 佐世保～上五島 運休
島原鉄道（株） 島原～大牟田 運休

運休
三和商船（株） 蔵之元～牛深 運航再開

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

瀬相～古仁屋～生間 運休

種子屋久高速船(株) 鹿児島～種子島～屋久島 運休

野母商船（株） 福江～青方～博多 運休
奄美海運（株） 鹿児島～喜界～知名 運休
国道九四フェリー（株） 佐賀関～三崎 運休

（有）やま丸 津久見～保戸島 運休

福岡市 玄海島～博多 運休
小呂島～姪浜 運休
博多～志賀島

岩崎産業(株) 鹿児島～種子・屋久 運休
北九州市 藍島～小倉 運休
新宮町 相島～新宮 運休
（有）木口汽船 久賀～福江～椛島

熊本フェリー（株） 熊本～島原 運航再開
九商フェリー（株）

盛運汽船㈱ 日振～宇和島 運休
宿毛市 沖の島～片島 運休
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・釧路港の一部地区（東地区）において冠水（解消済み）

・根室港（花咲港区、根室港区）において冠水。特に根室港区においては背後市街地も冠水（詳細確認中）

・紋別港の一部地区（港町地区）において冠水（詳細確認中）

○航空関係（12月18日 7:00現在）

・空港施設等被害情報なし

・欠航便情報83便（JAL24便、ANA54便、その他5便）

北海道 苫小牧港管理組合 国際拠点 苫小牧港 苫小牧西 土砂処分場の場内標識が折れ曲がる

北海道 紋別市 重要 紋別港 新港町地区 西物揚場（-4m）背後のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装が、越流により一部剥離

北海道 白老町 地方 白老港
用地護岸のガードレール破損、方塊がズレ
仮設道路の敷鉄板及び砂利の散乱
用地護岸B部背後の砂利洗掘
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○物流関係（12月18日7:00現在）

＜営業倉庫＞

【北海道】　高波によって水面倉庫に保管していた木材が港外に流出（十勝港）

＜トラックターミナル＞

施設等の被害情報なし

○河川、管理ダム、下水道、公園、宅地、公営住宅関連、官庁施設、

観光関係について、現時点で被害情報なし。（12月18日7:00現在）

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　佐々木
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平成 26 年 12 月 18 日 
 

「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」について 
 

１．趣  旨 

   本年 12 月、普段ほとんど雪が積もらない四国地方において異例のまとまった降雪があ

り、幹線道路における立ち往生車両の発生による交通障害が発生した。また、多数の孤

立集落の発生等、大きな被害や社会的影響が生じた。 

これらの地域では、雪に対する経験や備えがほとんどないため、少量の積雪でも大き

な被害や混乱が生じたものである。 

また、普段から降雪の多い地域においても、これまでとはレベルの違う記録的な降雪

等により大きな被害が発生するおそれがある。 

  今後の異例の降雪にあらかじめ備えるため、これまでの対応で得られた知見や教訓を

踏まえ、国土交通省が関係府省や地方公共団体等と連携し、異例の降雪となった場合に

おいて被害を最小化するための対応を迅速かつ的確に実施することを目的として、今冬

期間中、国土交通省に「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」を常設する。 

 

２．設置日 平成 26 年 12 月 9 日 

３．メンバー 

（本部長）  国土交通大臣 

（本部長代行）国土交通副大臣及び国土交通大臣政務官 

（副本部長） 事務次官、技監及び国土交通審議官 

（本部員） 

官房長 

大臣官房総括審議官 

大臣官房技術総括審議官 

大臣官房建設流通政策審議官 

大臣官房物流審議官  

大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官 

大臣官房技術審議官   

大臣官房官庁営繕部長 

総合政策局長 

国土政策局長    

土地・建設産業局長 

都市局長 

水管理・国土保全局長 

水管理・国土保全局砂防部長 

道路局長 

住宅局長 

鉄道局長             

自動車局長            

海事局長              

港湾局長 

航空局長             

北海道局長            

政策統括官            

国際統括官            

国土地理院長          

観光庁長官              

気象庁長官          

海上保安庁長官 

                                                           （平成 26 年 12 月 9 日現在） 

４．事務局 

事務局は、水管理・国土保全局防災課が、大臣官房参事官（運輸安全防災）、道路局国

道防災課、及び、気象庁企画課と連携して務める。 



異例の降雪による雪害の特徴と課題①

■ 普段ほとんど雪が積もらない地域における雪害の特徴と課題

南岸低気圧
パターン

冬型気圧配置
パターン

低気圧に伴う降水域の分布は
予測できるが、微妙な気温の違
いで雨または雪となるため、太平
洋側の降雪量の予測は難しい

寒気の南下は予測できるが、
太平洋側で大雪となる場所や降
雪量の予測は難しい

平成26年2月14日21時

平成26年12月5日9時

（２）普段雪が積もらない地域では、備えが十分ではなく、被害が大きくなる。

長野県国道18号立ち往生車両
（平成26年2月）

徳島県国道192号立ち往生車両
（平成26年12月）※災対法初適用

ドライバーが慣れておらず、冬装備
も不十分なため、少ない積雪でもス
タック車両（移動不能車両）による交
通障害が生じやすい。

（１）異例の降雪は予測が

難しい

降雪による倒木被害
（平成26年12月）

徳島県

年 月 県名 孤立集落 停 電

H26.12 徳島県 706世帯（12/7） 3,372戸(12/6)

H26. 2 首都圏※ 2,782世帯以上(2/19) 約18,000戸(2/16)

※孤立：長野県、群馬県、埼玉県、東京都、山梨県
停電：群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県

山間部等で孤立集落が多数発生。
積雪や倒木により、停電が多数発生。

中国地整から徳島県に
除雪機材11台を派遣
（平成26年12月）

孤立集落の解消期間

徳島県
（H26.12）

6日間(12/5～12/10)

山梨県
（H26.2）

約20日間(2/14～3/4)

除雪資機材が不足しているため、除雪
作業に時間を要する。

① 交通障害が発生

② 孤立集落や停電が多数発生

③ 除雪機材が不足
順位 災害名 支払保険金（億円）

1 台風19号（H3.9） 5,679

2 台風18号（H16.9） 3,874

3 台風18号（H11.9） 3,147

4 大雪（H26.2） 2,536

5 台風7号（H10.9） 1,600

参考） 東日本大震災：12,579

損害保険支払額の比較（風水害）

※支払保険金の対象は、住まいの保険、 車の保険、からだの保険。
※支払保険金は、一般社団法人 日本損害保険協会調べ。

群馬県における家屋被害
（平成26年2月）

④家屋等の被害が発生

損害保険支払額が大きい。

異例の降雪時に、想定した積雪荷重を超過
した場合カーポートや老朽化した木造住宅や
ビニールハウス等の倒壊被害が生じるおそれ。



「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」を常設し、体制を強化。

雪害時の防災行動を時間軸で整理し、関係者で共有することで、被害が発生する前から対策を実施するととも
に、発災後の対応や市町村等への支援を迅速化。

■ 今冬期における対応方針

これまでの大雪で、北海道太平洋側と本州日
本海側を中心に、平年の３倍を上回っている。

平成26年12月17日9時

急速に発達
した低気圧

１６日から１７日に、低気圧が急速に発達しな
がら日本付近を進み、北海道と東北から西日
本の日本海側では大雪となり、北海道では数
年に一度の暴風雪となった。

平成26年12月18日8時

積雪の深さの
平年比

（１）数年に一度の低気圧により記
録的な暴風を伴う降雪となる。

（２）記録的な降雪では、普段雪の多い地域でも大規模な影響が発生する。

北海道の広い範囲で約４０区間の
通行止めが同時に発生。

規制箇所凡例

全止め（被災）

全止め（事前）

全止め
(災対法指定区間)

※強力な低気圧により

台風並みの高潮も同

時に発生。

根室市では、高潮により
市街地で床上・床下浸
水が発生。

根室地区の浸水（平成２６年１２月１７日）

全国の高速道路でも約２０区間の通行止めが同時に発生。
※出典：公益社団法人日本道路交通情報センター 道路交通情報

異例の降雪による雪害の特徴と課題②及び対応方針

■ 普段から雪の多い地域での記録的な降雪による雪害等の特徴と課題



気象・被害情報 本 省 地方支分部局 地方公共団体
（国土交通省の対応に関連するもの）

交通関係事業者

異例の降雪を想定したタイムライン（防災行動計画）（案）

３日～
２日前

１日前

半日前～

数時間前

（鉄道事業者）

・除雪体制等の確保
・線区の状況把握
・乗客等へ運行情報を提供

６ｈ前～
２ｈ程度前

０ｈ ・大雪による被害発生

・スタック車両、立ち往生車両
の発生

・大雪に関する気象情報
（実況を含め、今後の見通し等）

・大雪に関する気象情報
（3日程度先までに大雪のおそ
れがある場合）

・気象状況の確認

・地方整備局、事業者等への注
意喚起、体制確認指示

・降雪時の自治体等との連絡体
制の確保

・災害協定等による除排雪資機
材の調達

・降雪時の地方支分部局等との連
絡体制の確保

・管区・地方気象台と地方整備局
間で情報交換

・事務所・出張所での体制準備
・除雪業者への体制確保指示
・リエゾン・TEC‐FORCEの派遣に向
けた情報連絡体制の確保

・大雪に関する気象情報
（概ねの対象地域や予想降雪量を
示して大雪になる可能性に言及）

・本部において、
・気象状況及び準備状況の確認

・発災前から大雪等に備えた
対応状況について情報提供

・地方整備局との連絡体制の
確保

・大雪注意報

・大雪警報

・警戒体制
（普段雪害が少ない地域において大雪
警報が発表された場合 等）

・TEC‐FORCEの広域派遣に向け
た調整

・必要に応じてリエゾンの派遣
・TEC‐FORCEの受援に向けた調
整（普段雪害が少ない地域）

・高速道路との通行止めﾀｲﾐﾝｸﾞ
の調整、市町村への情報提供

・ドライバーへの情報提供

・リエゾン受入れ

・大雪に関する気象情報
（異例の降雪となると判断した場合）

・気象庁より記者会見
（異例の降雪になる旨を周知）

・地方気象台から自治体への
ホットライン

・迅速な通行止め措置

・関係機関との情報交換、通
行止めに関する広報

・改正災対法にもとづき区間を
指定し、立ち往生車両を移動

・立ち往生車両、ドライバーの
安否確認
・ツイッター等による情報提供

・県道・市道の通行止め
による孤立集落の発生

・必要に応じて、TEC‐FORCEの
広域派遣指示

・TEC‐FORCEの派遣（管内・広域）

による被災状況調査や除雪等
の支援

・災害協定に基づく民間建設会
社への協力要請

・雪捨て場として河川敷地を提
供

・リエゾンを通じた情報共有
・TEC‐FORCEの派遣要請
・TEC‐FORCE、自衛隊等と連携し

て、孤立解消に向けた除雪作
業実施・鉄道の駅間停車

・線路の除雪作業及び救援列
車等による乗客の救助

・乗客に対し、食糧や毛布等を
配布

・空港ターミナルビルで滞留者
発生

・空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙの滞留者に対
し、食糧や毛布等を配布

・集落雪崩の発生 ・雪崩災害の専門家を派遣 ・雪崩災害の専門家派遣を要請

・リエゾン派遣準備・大雪に関する気象情報
（必要に応じ、大雪警報の可能性
に言及）

・注意体制
・道路のパトロール強化
・除雪作業の実施

・気象庁より記者会見
（大雪警報級の現象により社会的な影響
が大きいと予想される場合等に実施）

・注意体制
・積雪状況等の情報収集

・必要に応じ、指定公共機関に対し、
緊急物資の輸送を要請 ・緊急物資の輸送の実施

・輸送の安全確保方策、利用者の
安全確保方策等について検討

・体制準備
・広域応援派遣の準備
・関係機関との事前調整
・大雪事前広報
（通行止め可能性、冬装備要請）

・体制強化
・道路のパトロール強化
・凍結防止剤散布

・一般道との通行止めのタイミン
クの調整
・ドライバーへの情報提供

・迅速な通行止め措置

・関係機関との情報交換、通行止
めに関する広報

・改正災対法にもとづき区間を指定
し、立ち往生車両を移動

・資機材等の広域応援を実施

（高速道路会社）

（高速道路会社）

（管理施設に係る被害確認） （施設管理者による被害確認）

（高速道路会社）

（自動車関連事業者）

（自動車関連事業者）

・積雪開始

（高速道路会社）

（鉄道事業者）

・本部において、
・被害情報の収集
・重大被害の情報共有
・被害情報の提供

(HP・ツイッター等)
・国道事務所等とリエゾンを通
じた被災状況等に関する情報
共有

※タイムラインに関わる関係機関、防災行動は多岐にわたりますが、本タイムラインは、異例の降雪時における国土交通省の対応に着目したものです。
局地的な異例の降雪に対しては、予測の難しさから気象情報等が段階的に発表されない場合があります。

・警戒体制

（空港ターミナルビル事業者等）

半日後～
１日後以降

・国道事務所等と降雪及び除雪
状況等に関する情報共有

・国道事務所長から市町村長への
ホットライン

※豪雪地域においては、被害が発生また
は発生するおそれがある場合に警戒
体制に入る。



 
「鉄道輸送障害に関する連絡調整本部」の設置について 

 

平成 26 年 12 月３日 

鉄    道    局 

 

１．趣旨 

  急激な気象変化等に起因する鉄道輸送障害について、関係者間で情

報共有を図るとともに、迅速に必要な対策を検討し実施することがで

きるよう、「鉄道輸送障害に関する連絡調整本部」を設置する。 

 

２．本部の構成 

本 部 長： 藤田局長 

本部長代行： 篠原次長 

本 部 員： 奥田総括審議官 

       志村審議官、高橋技術審議官 

       松本総務課長、江口施設課長 

       村田安全監理官、澤井鉄道サービス政策室長 

 

３．本部の業務 

 ①鉄道輸送障害に関する情報収集 

 ②鉄道事業者との連絡調整 

③必要な対策の検討、実施 

④省内関係者への情報提供 

 



「鉄道輸送障害に関する連絡調整本部」体制

【本部長】 藤田局長

【本部長代行】 篠原次長

施設課
江口課長

奥田総括審議官

○鉄道施設に係る

・情報収集

・鉄道事業者との連絡調整

・必要な対策の検討、実施

等

安全監理官室
村田安全監理官

○初動時における

・情報収集

・鉄道事業者との連絡調整

・必要な対策の検討、実施

等

：鉄道局：官房

志村審議官

総務課 松本課長 高橋技術審議官

鉄道サービス政策室
澤井室長

○旅客サポートに係る

・情報収集

・鉄道事業者との連絡調整

・必要な対策の検討、実施

等



根室市の高潮浸水状況

○ 12月17日9時、天文潮位133cm、高潮偏差142cmを記録。
○ 避難勧告は730世帯、1,500人を対象に発令。
○ リエゾンからの報告によれば、本日9時時点で市街地の浸水は解消済。

○浸水状況
床上浸水 １１戸
床下浸水 ５戸

家屋の浸水報告なし
○西浜町
床下浸水２戸

○汐見町
床上浸水２戸
床下浸水１戸

○本町、弥生、梅ヶ枝、緑町
床上浸水９戸
床下浸水２戸

平成26年12月18日
港湾局
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根室市市街地の様子

②

①

③

②

①

③

写真はいずれも12月17日午前中に撮影

２



12/17 21:00

12/16 9:00

12/16 21:00

12/15 15:00

12/17 9:00

12/18 9:00

・道路パトロールの実施
・道路情報掲示板による事前の情報提供
・今後の対応に関する事前広報
・リエゾン派遣準備

12/16

12/17

北海道開発局における暴風雪対応

12/15
関係１６機関との北海道雪害対策連絡部会議

リエゾン派遣
（１１市町村、北海道庁）

12/15

リエゾンを通じた情報
収集等

12/16 9:00

気象状況

12/15
札幌管区気象台・北海道・北海道開発局
による情報連絡体制、防災体制の確認

12/16
札幌管区気象台・北海道・北海道開発局
による情報連絡体制、防災体制の確認

通行止め情報の提供
・道路情報掲示板
・ホームページ
・道の駅、ガソリンスタンド、
コンビニエンスストア等

吹雪予測情報の提供（（独）寒地土木研究所）

・管理施設の被害状況把握
・国道の除雪
・通行止め区間の緊急車両先導
・関係機関との情報共有等

気象状況に応じた国道の通行止め
災害対策基本法に基づく区間指定
（12/16 20:00～）

注意体制
(12/16 16:26）

警戒体制
(12/17 1:00）

災害警戒本部
(12/17 6:00）

非常体制
災害対策本部
(12/17 16:00）

警戒体制
(12/18 12:00）

暴風雪と高波に関
する気象情報 等

暴風雪警報（釧路）
12/16 16:26 

大雪警報（釧路）
12/17 0:54 

通行止め情報

吹雪予測情報

天気図は気象庁HPより引用

H26.12.18 北海道局

緊急車両の先導

12/17
（２６市町村、北海道庁）

月日

12/18
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北海道 平成26年12月16日からの低気圧（暴風雪）による被害状況

○北海道では急速に発達した低気圧の影響で今月16日から各地で暴風雪に見舞われ、北海道根室市では17日
に最大風速30.7m/s（観測史上1位を更新）、最大瞬間風速39.9m/s（12月の1位を更新）を記録するなど道東を
中心に猛烈な風が吹いているとともに、北海道各地で大雪となっている。

○この暴風雪による家屋の損壊で1名が死亡、17日には別海町で97世帯267人に避難指示、根室市、別海町合
わせて1,091世帯2,788人に避難勧告、各地で避難準備が出されたとともに、根室市、別海町などで高潮による
浸水等の被害、各地で家屋の損壊等の被害が発生している。（詳細は調査中）

H26.12.18（13時現在） 北海道局

15時

○風速（16～18日12時まで記録）

根室市

網走市

えりも町

日最大風速18日12時

※気象庁HPより

○潮位の状況（根室17日12時）
高潮被害発生時間帯

17日9時前後

※気象庁HPより

○積雪深平年比（18日12時）

網走市

帯広市

釧路市 根室市

※気象庁HPより

根室市高潮浸水状況（17日）

根室管内標津町国道状況（17日：開発局CCTVより）

日最大風速17日10時

えりも町
根室市

※気象庁HPより

２
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