
１．本省及び地方支分部局の体制について  

国土交通本省 1月22日 15：15 警戒体制 東北運輸局 1月22日 18：00 注意体制

1月23日 17：30 注意体制 関東運輸局 1月22日 11：00 注意体制

1月24日 04：40 警戒体制 北陸信越運輸局 1月22日 15：25 注意体制

東北地方整備局 1月24日 09：32 注意体制 中部運輸局 1月22日 16：40 注意体制

関東地方整備局 1月22日 15：15 警戒体制 近畿運輸局 1月21日 17：00 注意体制

1月23日 17：30 注意体制 神戸運輸監理部 1月24日 04：25 注意体制

北陸地方整備局 1月23日 17：00 注意体制 中国運輸局 1月24日 04：22 注意体制

中部地方整備局 1月23日 18：00 注意体制 九州運輸局 1月22日 16：30 注意体制

1月24日 08：30 体制解除 気象庁 1月21日 14：00 注意体制

中国地方整備局 1月24日 05：44 注意体制

四国地方整備局 1月24日 04：40 警戒体制

九州地方整備局 1月23日 21：00 注意体制

国土地理院 1月21日 14：00 注意体制

２．気象状況
（１）気象概況および今後の天気の見通し、注意事項（1月24日11時現在）

（２）雪の観測値

○都道府県ごとの累積降雪量最大地点を抽出し、降順に並べ替えた上位10位（1月22日0時から1月24日11時）

（気象庁アメダス観測点のみ）

山形県 最上郡大蔵村 肘折 77cm

福島県 南会津郡只見町 只見 73cm

岐阜県 郡上市 長滝 67cm

福井県 大野市 九頭竜 66cm

新潟県 魚沼市 守門 61cm

秋田県 湯沢市 湯沢 54cm

広島県 山県郡北広島町 八幡 49cm

青森県 青森市 酸ケ湯 48cm

災　害　情　報
平成30年1月24日 12:00現在

国土交通省

1月22日からの大雪等に係る被害状況等について【第5報】
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

○２２日、低気圧が発達しながら本州の南岸を東北東へ進んだ。
○２２日から２３日明け方にかけて普段雪の少ない関東甲信地方や東北地方の平野部でも雪が降り、東京都千
代田区で２３センチ（２２日２４時）、宮城県仙台市で１９センチ（２３日３時）の積雪を観測するなど、広い範囲で大
雪となった。
○今日２４日９時現在、日本付近は強い冬型の気圧配置となっている。この強い冬型の気圧配置は２７日（土）頃
まで続く見込み。
○北日本から西日本にかけての日本海側を中心に、２７日（土）頃まで断続的に雪が降り、降雪量がかなり多くな
るおそれ。太平洋側でも、日本海側からの雪雲が流れ込みやすい地域では、山地を中心に大雪となり、普段雪の
少ない平野部でも積雪となるところがある見込み。
○明日２５日６時までの２４時間に予想される降雪量（多いところ）は、北陸地方で１００センチ、東北地方、関東甲
信地方、東海地方で８０センチ、近畿地方で６０センチ、北海道地方、中国地方で４０センチ、四国地方で１５センチ
の見込み。
○また、２６日（金）頃にかけて、北日本から西日本にかけての日本海側を中心に、雪を伴った非常に強い風が吹
き、海は大しけとなる見込み。
○大雪、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風、高波に厳重に警戒。落雷、突風、低温や路面の凍結、積
雪の多い地域ではなだれに注意。
○なお、冬型の気圧配置はその後も継続し、来週再び強まる見込み。
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富山県 富山市 猪谷 47cm

群馬県 利根郡みなかみ町 藤原 47cm

○東北太平洋側、関東甲信の県庁所在地等の最深積雪（1月23日24時現在）

（気象庁アメダス観測点のみ）

岩手県 盛岡市 盛岡 15cm 23日16時

宮城県 仙台市 仙台 19cm 23日03時

福島県 福島市 福島 27cm 23日03時

茨城県 水戸市 水戸 19cm 23日01時

栃木県 宇都宮市 宇都宮 27cm 22日23時

群馬県 前橋市 前橋 29cm 22日22時

埼玉県 熊谷市 熊谷 19cm 23日01時

東京都 千代田区 東京 23cm 22日24時

千葉県 千葉市 千葉 10cm 22日23時

神奈川県 横浜市 横浜 18cm 22日23時

長野県 長野市 長野 14cm 23日01時

山梨県 甲府市 甲府 5cm 23日01時

○都道府県ごとの積雪深最大地点を抽出し、降順に並べ替えた上位10位（1月24日11時現在）

◎  谷峠(たにとうげ)(石川県白山市)  342cm

◆  奥只見丸山(おくただみまるやま)(新潟県魚沼市)  340cm 01月24日10時

◇  悪沢(水機構)(わるさわ)(群馬県みなかみ町)  332cm 01月24日07時

◇  横岳(よこだけ)(岩手県奥州市)  296cm

 酸ケ湯(すかゆ)(青森県青森市)  294cm 平年比 115%

 肘折(ひじおり)(山形県大蔵村)  281cm 平年比 134%

◇  猿倉(さるくら)(長野県白馬村)  265cm

◇  玉川温泉(たまがわおんせん)(秋田県仙北市)  251cm

◇  旭岳(あさひだけ)(北海道東川町)  247cm

◇  欅平(けやきだいら)(富山県黒部市)  206cm

※ 無印：気象庁アメダス（323か所） ◇印：国土交通省データ（130か所）

◆印：防災科学技術研究所データ（21か所） ◎印：自治体データ（132か所）

※

（３）風の観測値

○最大風速（1月22日0時から1月24日11時）

山形県 酒田市 飛島 28.2m/s (西) 23日12時32分

新潟県 佐渡市 両津 24.3m/s (西南西) 23日12時28分

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 23.8m/s (西) 24日 7時41分

北海道 奥尻郡奥尻町 奥尻 23.6m/s (西北西) 23日15時42分

北海道 稚内市 宗谷岬 22.6m/s (東) 23日19時03分

○最大瞬間風速（1月22日0時から1月24日11時）

新潟県 佐渡市 両津 39.0m/s (西) 23日12時24分

山形県 酒田市 飛島 35.7m/s (西南西) 23日12時28分

山形県 酒田市 酒田 32.8m/s (西) 23日12時40分

新潟県 新潟市西蒲区 巻 31.7m/s (西) 23日12時48分

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 31.5m/s (西) 24日 7時38分

新潟県 佐渡市 相川 31.5m/s (西南西) 23日11時43分

３．国土交通省の対応
○国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。

○大雪に対する国土交通省緊急発表を実施（1/21、1/23）

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（1/19 16:30、1/22 11:45）

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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○関東地整は、防災ヘリによる調査等を実施　(1/23)
○リエゾン（情報連絡員）派遣【のべ8人・日派遣(1/22～23)】

・ 東北地方整備局より、NEXCO東日本の管理事務所へ、のべ8人派遣（1/22～23）。

・ リエゾンの派遣状況 （単位：人）

22 23 24

1 1 0

1 1 0

2 2 0

4 4 0

○TEC-FORCEの派遣 無し

○災害対策用機械等出動状況【のべ2台・日派遣（1/22～23）】　（1/24　 派遣なし）

・関東地整より待機支援車１台派遣。

４．気象庁の対応

○気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。

５．海上保安庁の対応

海上災害の発生に備え、巡視船艇・航空機を即応体制としている。

（１）警戒配備の状況

○第一管区海上保安本部（小樽市）

１月２３日０４：０８　警戒配備発令    １月２４日０４：２８　警戒配備解除

○第二管区海上保安本部（塩釜市）

１月２３日１０：３０　警戒配備発令

○第九管区海上保安本部（新潟市）

１月２３日０９：００　警戒配備発令    １月２３日１８：４５　警戒配備解除

６．所管施設等の状況

○道路

１．高速道路、直轄国道等の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止め：なし

※雪による通行止め：20路線44区間 404km

・ 道路名：C3東京外環道

区間：内回り　戸田東IC～和光IC（L=6.5km）[1/22 19:45～]

区間：内回り　和光IC～大泉JCT（L=3.4km）[1/22 19:00～]

区間：内回り　戸田東IC～三郷南IC（L=23.8km）[1/22 23:00～]

区間：外回り　大泉JCT～三郷南IC（L=33.7km）[1/22 23:00～]

・ 道路名：C4圏央道

区間：内外回り　川島IC～常総IC（L=57.4km）[1/22 18:40～]

・ 道路名：E4東北自動車道

区間：上り線　浦和IC～川口JCT（L=4.8km）[1/22 19:40～]

○気象庁では、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、警戒を呼びかけている。

　　　　　　　　　　　　　月日
派遣場所

1
合　計

NEXCO東日本仙台管理事務所 2
NEXCO東日本仙台東管理事務所 2
NEXCO東日本福島管理事務所 4

合　計 8

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

関東地整 神奈川県足柄下郡箱根町
（国道１号：箱根新道 山崎ＩＣ付近）

雪害規制支援 待機支援車 1 稼働後帰還 1/22～23
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・ 道路名：E50北関東自動車道

区間名：西行　桜川筑西IC～友部JCT（L=25.4km）[1/22 18:00～]

・ 道路名：首都高速中央環状線

区間：内外回り　板橋JCT～江北JCT（L=7.1km）[1/22 16:42～]

区間：内回り　千住新橋～江北JCT（L=4.8km）[1/22 18:35～]

区間：内回り　堀切JCT～千住新橋（L=2.1km）[1/22 19:30～]

区間：外回り　西新宿JCT～熊野町JCT（L=6.1km）[1/23 1:00～]

区間：内回り　西新宿JCT～熊野町JCT（L=6.1km）[1/23 1:10～]

区間：外回り　江北JCT～小菅JCT（L=5.8km）[1/23 12:40～]

・ 道路名：首都高速2号目黒線

区間：上下線　一ノ橋JCT～荏原・戸越（L=6.0km）[1/22 17:45～]

・ 道路名：首都高速3号渋谷線

区間：下り線　大橋JCT～東名接続（L=7.0㎞)[1/22 16:00～]

区間：下り線　谷町JCT～大橋JCT（L=5.1km）[1/23 1:00～]

・ 道路名：首都高速5号池袋線

区間：上り線　板橋JCT～戸田（L=12.3km）[1/22 20:30～]

区間：下り線　板橋本町～高島平（L=5.8km）[1/22 21:00～]

区間：下り線　高島平～戸田（L=4.2km）[1/22 19:45～] 

区間：上り線　板橋JCT～竹橋JCT（L=9.6km）[1/23 1:10～]

区間：下り線　護国寺～板橋本町（L=4.9km）[1/23 3:45～]

・ 道路名：首都高速7号小松川線

区間：上り線　両国JCT～京葉道路接続部（L=10.5km）[1/22 21:30～]

区間：下り線　両国JCT～京葉道路接続部（L=10.5km）[1/23 2:30～]

・ 道路名：首都高速10号晴海線

区間：下り線　豊洲～東雲JCT（L=1.7km）[1/22 19:00～]

・ 道路名：首都高速八重洲線

区間：北行　西銀座JCT～神田橋JCT（L=1.7km）[1/22 18:30～]

・ 道路名：首都高速神奈川3号狩場線

区間：下り線　石川町JCT～狩場JCT（L=5.9km）[1/22 20:15～]

区間：上り線　石川町JCT～狩場JCT（L=5.9km）[1/23 0:30～]

・ 道路名：首都高速神奈川7号横浜北線

区間：下り線　生麦JCT～岸谷生麦（L=0.6km）[1/22 16:52～]

区間：下り線　岸谷生麦～横浜港北JCT（L=7.6km）[1/22 18:33～]

区間：上り線　生麦JCT～新横浜（L=6.6km）[1/22 18:51～]

区間：上り線　新横浜～横浜港北JCT（L=1.6km）[1/22 14:06～]

・ 道路名：首都高速川口線

区間：下り線　江北JCT～川口JCT（L=12.0km）[1/22 18:35～]

区間：上り線　江北JCT～川口JCT（L=12.0km）[1/23 12:40～]

・ 道路名：首都高速埼玉5号大宮線

区間：上り線　戸田～与野（L=9.0km）[1/22 17:30～]

区間：下り線　戸田～浦和南（L=2.3km）[1/22 19:45～] 

区間：下り線　浦和南～与野（L=6.7km）[1/22 17:30～]

・ 道路名：首都高速埼玉2号新都心線

区間：上下線　与野～さいたま見沼（L=6.0km）[1/22 17:30～]

・ 道路名：E56 松山自動車道
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区間：上下線　伊予IC～大洲IC（L=31.8km）[1/23 23:20～]

区間：上下線　大洲北只IC～西予宇和IC（L=15.7km）[1/24 1:00～]

区間：上下線　西予宇和IC～宇和島北IC（L=16.3km）[1/24 4:40～]（直轄）

・ 道路名：E2A 中国自動車道

区間：上下線　徳地IC～六日市IC（L=43.8km）[1/24 10:00～]

・ 道路名：E8 北陸自動車道

区間：上り線　武生IC～今庄IC（L=12.5km）[1/24 11:35～]

区間：下り線　敦賀IC～武生IC（L=34.0km）[1/24 11:35～]

・ 道路名：E3 九州自動車道

区間：上下線　八幡IC～古賀IC（L=26.4km）[1/24 11:45～]

※解除済み

・ 道路名：E4東北自動車道

区間：下り線　那須IC～白河IC（L=17.2km）[1/23 0:30～2:45]

区間：上り線　浦和IC～久喜IC（L=20.7km）[1/22 19:40～1/23 23:30]

・ 道路名：E1東名高速道路

区間：上下線　富士IC～清水IC（L=26.3km）[1/22 20:00～1/23 5:35]

・ 道路名：E1A新東名高速道路

区間：上下線　長泉沼津IC～新静岡IC（L=53.3km）[1/22 20:00～1/23 5:40]

・ 道路名：E52新東名清水連絡路

区間名：上下線　清水JCT～新清水JCT（L=4.5km）[1/22 20:00～1/23 5:40]

・ 道路名：E67安房峠道路

区間名：中ノ湯IC～平湯IC(L=5.6km) [1/22 15:45～1/23 6:00]

・ 道路名：E68東富士五湖道路

区間：上下線　富士吉田IC～須走IC（L=18.0㎞）[1/22 13:40～]

・ 道路名：E52中部横断道

区間名：上下線　六郷IC～双葉JCT（L=25.3km）[1/22 18:40～]

・ 道路名：首都高速中央環状線

区間：外回り　大井JCT～大橋JCT（L=9.1km）[1/23 0:00～10:00]

区間：外回り　大橋JCT～西新宿JCT（L=4.6km）[1/23 1:00～10:00]

区間：内回り　大井JCT～大橋JCT（L=9.1km）[1/23 1:10～17:30]

区間：内回り　大橋JCT～西新宿JCT（L=4.6km）[1/23 1:10～17:30]

区間：内回り　堀切JCT～葛西JCT（L=12.2km）[1/23 1:20～18:40]

・ 道路名：E85小田原厚木道路

区間：下り線　厚木IC～小田原西IC（L=31.7km）[1/22 17:40～1/23 10:40]

区間：上り線　平塚IC～小田原西IC（L=23.3km）[1/22 17:40～1/23 11:00]

区間：上り線　厚木IC～平塚IC（L=8.4km）[1/22 17:40～1/23 14:00]

・ 道路名：首都高速湾岸線

区間：東行　東扇島～浮島JCT（L=2.7km）[1/23 0:30～11:10]

・ 道路名：E1東名高速道路

区間：上下線　東京IC～厚木IC（L=35.0㎞）[1/22 16:30～1/23 14:13]

区間：上下線　厚木IC～沼津IC（L=68.3㎞）[1/22 17:30～1/23 14:13]

区間：上下線　沼津IC～富士IC（L=18.2km）[1/22 20:00～1/23 14:13]

・ 道路名：E1A新東名高速道路

区間：上下線　御殿場JCT～長泉沼津IC（L=13.2㎞）[1/22 17:30～1/23 14:13]
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・ 道路名：E84新湘南バイパス

区間：上下線　藤沢IC～茅ヶ崎海岸IC（L=14.3㎞）[1/22 17:30～1/23 16:00]

・ 道路名：C4圏央道

区間：内外回り　茅ヶ崎JCT～圏央厚木IC（L=12.8km）[1/22 17:30～]

区間：内外回り　圏央厚木IC～あきる野IC（L=31.2km）[1/22 15:30～]

区間：内外回り　あきる野IC～川島IC（L=38.2km）[1/22 18:00～1/23 19:30]

区間：内外回り　常総IC～大栄JCT（L=54.6km）[1/22 19:00～1/23 17:00]

区間：内外回り　松尾横芝IC～茂原長南IC（L=37.7km）[1/22 18:10～1/23 18:30]

区間：内外回り　茂原長南IC～木更津東IC（L=21.3km）[1/22 18:10～1/23 21:00]

・ 道路名：E51東関東自動車道

区間名：上下線　成田JCT～潮来IC（L=29.6km）[1/22 20:00～1/23 17:00]

区間名：上下線　茨城空港北IC～茨城町JCT（L=8.8km）[1/22 19:00～1/23 18:30]

・ 道路名：E6常磐自動車道

区間：下り線　三郷IC～流山IC（L=6.1km）[1/22 22:00～1/23 15:00]

区間：上り線　三郷IC～流山IC（L=6.1km）[1/22 22:00～1/23 22:00]

区間：上り線　流山IC～柏IC（L=4.7km) [1/23 2:20～1/23 22:00]

・ 道路名：E50北関東自動車道

区間名：上下線　太田桐生IC～岩舟JCT（L=23.9km）[1/22 18:45～1/23 14:00]

区間名：上下線　栃木都賀JCT～桜川筑西IC（L=40.7km）[1/22 18:00～1/23 16:00]

区間名：東行　桜川筑西IC～水戸南IC（L=39.7km）[1/22 18:00～1/23 18:30]

区間名：西行　友部JCT～水戸南IC（L=14.3km）[1/22 18:00～1/23 18:30]

・ 道路名：E50東水戸道路

区間名：上下線　水戸南IC～ひたちなかIC（L=10.2km）[1/22 19:00～1/23 18:30]

・ 道路名：E14館山自動車道

区間名：上下線　君津IC～富津竹岡IC（L=16.8km）[1/22 18:10～1/23 19:00]

・ 道路名：E14富津館山道路

区間名：上下線　富津竹岡IC～富浦IC（L=19.1km）[1/22 18:10～1/23 19:00]

・ 道路名：E17関越自動車道

区間名：上下線　練馬IC～鶴ヶ島IC（L=29.6km）[1/22 19:00～1/23 19:30]

区間名：上下線　鶴ヶ島IC～東松山IC（L=9.8km）[1/23 7:40～19:30]

・ 道路名：E83第三京浜道路

区間名：上下線　玉川IC～保土ヶ谷IC（L=16.6km）[1/22 18:15～1/23 21:00]

・ 道路名：E83横浜新道

区間名：上下線　保土ヶ谷IC～戸塚IC（L=10.1km）[1/22 18:15～1/23 21:00]

・ 道路名：E16横浜横須賀道路

区間：上下線　狩場IC～馬堀海岸IC（L=32.7㎞）[1/22 15:00～1/23 21:00]

区間：上下線　釜利谷JCT～並木IC（L=4.2㎞）[1/22 15:00～1/23 21:00]

・ 道路名：首都高速湾岸線

区間：東西行　並木～本牧JCT（L=15.0km）[1/22 21:45～1/23 21:00]

区間：東行　本牧JCT～東扇島（L=14.7km）[1/23 0:30～1/23 21:00]

区間：西行　本牧JCT～東扇島（L=14.7km) [1/23 1:40～1/23 21:00]

・ 道路名：首都高速神奈川2号三ツ沢線

区間：上り線　三ツ沢JCT～金港JCT（L=2.3km）[1/22 22:15～1/23 21:00]

区間：下り線　三ツ沢JCT～金港JCT（L=2.3km）[1/23 1:40～21:00]
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・ 道路名：首都高速神奈川1号横羽線

区間：下り線　金港JCT～横浜公園（L=7.2km）[1/23 1:40～1/23 21:00]

区間：下り線　横浜公園～石川町JCT（L=1.1km）[1/22 18:02～1/23 21:00]

区間：上り線　金港JCT～石川町JCT（L=8.3km）[1/23 1:40～1/23 21:00]

区間：上下線　大師～金港JCT（L=9.8km）[1/23 1:40～1/24 6:30]

・ 道路名：首都高速神奈川3号狩場線

区間：上り線　石川町JCT～本牧JCT（L=3.2km）[1/23 0:30～21:00]

区間：下り線　石川町JCT～本牧JCT（L=3.2km）[1/23 1:30～21:00]

・ 道路名：首都高速神奈川5号大黒線

区間：上下線　大黒JCT～大黒ふ頭（L=1.0km）[1/22 20:15～1/23 21:00]

区間：上下線　大黒ふ頭～生麦JCT（L=3.6km）[1/22 20:15～1/24 6:30]

・ 道路名：首都高速6号向島線

区間：下り線　江戸橋JCT～堀切JCT（L=9.7km）[1/23 2:30～23:21]

・ 道路名：首都高速神奈川6号川崎線

区間：上り線　大師JCT～浮島JCT（L=9.1km）[1/23 1:40～1/24 6:30]

・ 道路名：首都高速3号渋谷線

区間：上り線　大橋JCT～東名接続（L=7.0㎞)[1/22 20:10～1/24 6:30]

区間：上り線　谷町JCT～大橋JCT（L=5.1km）[1/23 1:00～1/24 11:20]

・ 道路名：E5A黒松内新道（直轄）

区間：上下線　黒松内JCT～黒松内IC（L=4.7km）[1/23 16:00～19:40]

・ 道路名：首都高速6号三郷線

区間：下り線　小菅JCT～三郷JCT（L=10.4km）[1/22 19:30～1/24 8:30]

区間：上り線　八潮南～三郷JCT（L=5.1km）[1/22 22:05～1/24 7:20]

・ 道路名：首都高速9号深川線

区間：下り線　箱崎JCT～辰巳JCT（L=5.6km）[1/23 2:30～1/24 11:30]

区間：上り線　箱崎JCT～辰巳JCT（L=5.6km）[1/23 3:00～1/24 11:30]

（２）直轄国道

被災による通行止め：なし

※雪による通行止め：１路線１区間

・ 路線名：国道3号（黒崎ＢＰ）（福岡県北九州市八幡市東区東田～八幡西区陣原（L=5.2km））[1/24 1:00～]

※解除済み

・ 路線名：国道1号（箱根新道）(神奈川県足柄下郡箱根町箱根湯本～足柄下郡箱根町箱根(L=13.8km))[1/22 13:30～23:30]

・ 路線名：国道138号(山梨県南都留山中湖村平野～静岡県駿東郡小山町須走(L=8.1km))[1/22 15:50～23:30]

・ 路線名：国道16号(埼玉県入間市小谷田～入間市河原町(L=2.3km))[1/22 19:30～1/23 1:20]

・ 路線名：国道20号(東京都八王子市南浅川～神奈川県相模原市緑区千木良(L=7.9km))[1/22 17:30～1/23 6:15]

・ 路線名：国道16号（保土ケ谷BP）(東京都町田市鶴間～神奈川県横浜市保土ケ谷藤塚町(L=11.8km))[1/22 16:30～1/23 21:00]

・ 路線名：国道12号(北海道滝川市江部乙～旭川市神居古潭(L=24.6km))[1/23 19:00～22:30]

・ 路線名：国道238号(北海道枝幸郡枝幸町目梨泊～枝幸郡浜頓別別町頓別(L=12.4km))[1/23 18:30～1/24  6:00]

・ 路線名：国道238号(北海道枝幸郡浜頓別町智福～宗谷郡猿払村浜鬼志別(L=26.5km))[1/23 18:30～1/24  6:00]

・ 路線名：国道37号(北海道室蘭市陣屋町～室蘭市祝津町(L=3.0km))[1/23 17:30～1/24 11:00]

（３）公社有料・指定都市高速

※雪による通行止め：６路線６区間 60km

・ 道路名：E81日光宇都宮道路（栃木県道路公社）

被災による通行止め：なし
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区間名：日光IC～清滝IC（L=6.0km) [1/22 18:30～]

・ 道路名：北九州高速1号線

区間：全線（L=9.2km）[1/24 0:30～]

・ 道路名：北九州高速2号線

区間：全線（L=4.3km）[1/24 0:30～]

・ 道路名：北九州高速3号線

区間：全線（L=1.8km）[1/24 0:30～]

・ 道路名：北九州高速4号線

区間：全線（L=31.8km）[1/24 0:30～]

・ 道路名：北九州高速5号線

区間：全線（L=2.4km）[1/24 0:30～]

※解除済み

・ 道路名：皆野寄居有料道路（埼玉県道路公社）

区間：全線（L=6.9km）[1/22 19:00～1/23 8:00]

・ 道路名：E81日光宇都宮道路（栃木県道路公社）

区間名：宇都宮IC～大沢IC（L=11.2km) [1/22 18:30～1/23 9:55]

区間名：大沢IC～日光IC（L=13.5km) [1/22 18:30～1/23 16:40]

・ 道路名：常陸那珂有料道路（茨城県道路公社）

区間：全線（L=2.9km）[1/22 20:00～1/23 18:30]

・ 道路名：銚子連絡道路（千葉県道路公社）

区間：全線（L=5.9km）[1/22 18:45～1/23 18:30]

・ 道路名：千葉外房有料道路（千葉県道路公社）

区間：全線（L=14.3km）[1/22 19:00～1/23 17:30]

・ 道路名：本町山中有料道路（神奈川県道路公社）

区間名：全線（L=2.6km) [1/22 18:00～1/23 21:00]

・ 道路名：三浦縦貫道路（神奈川県道路公社）

区間名：全線（L=4.7km) [1/22 18:50～1/23 21:00]

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

※雪による通行止め：３区間

・ 路線名：国道385号(福岡県筑紫郡那珂川町坂本峠(L=1.4km))[1/22 11:00～]

・ 路線名：国道500号(福岡県田川郡添田町英彦山～京都郡みやこ町犀川帆柱(L=7.1km))[1/22 11:00～]

・ 路線名：国道412号(神奈川県緑区与瀬本町～神奈川県緑区若柳(L=5.4km))[1/24 8:30～]

※解除済み

・ 路線名：国道158号（長野県松本市安房トンネル～長野県松本市新島々駅(L=30km))[1/22 15:30～1/23 06:00]

・ 路線名：国道299号（埼玉県秩父市横瀬）(L=0.1km))[1/22 19:20～20:00]

・ 路線名：国道354号（群馬県館林市新宿～館林市緑町）(L=0.4km))[1/22 21:30～1/23 01:10]

・ 路線名：国道129号（神奈川県相模原市中央区上溝～緑区下九沢）[1/22 18:00～1/23 04:45]

・   路線名：国道322号(福岡県嘉麻市大力～朝倉市秋月野鳥(L=10.0km))[1/22 11:45～15：45]

・ 路線名：国道411号(東京都八王子市戸吹町～東京都あきる野市牛沼(L=1.6km))[1/22 14:30～1/23 11:30]

・ 路線名：国道463号（埼玉県新座市中野(L=0.2km))[1/22 18:00～1/23 05:30]

・ 路線名：国道140号（埼玉県寄居町末野～秩父市蒔田）(L=14.0km))[1/22 19:00～1/23 08:00]

被災による通行止め：なし
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・ 路線名：国道254号（埼玉県新座市中野）(L=0.2km))[1/22 20:00～1/23 05:30]

・ 路線名：国道354号（茨城県つくば市上横場～つくば市福田坪）(L=1.3km))[1/22 23:00～1/23 4:30]

・ 路線名：国道407号（埼玉県鶴ヶ島市高倉）(L=0.7km))[1/23 1:10～1/23 10:50]

・ 路線名：国道387号(大分県宇佐市院内町野地～院内町西椎屋(L=0.8km))[1/22 11:30～1/23 12：30]

・ 路線名：国道412号（神奈川県相模原市緑区与瀬本町～若柳）（L=0.4km)）[1/23 6:15～1/23 12:25]

（２）都道府県・政令市道

1月２４日　６：００ 1月２４日　１２：００

（計１５区間） （計１５区間）

・茨城県　　　７区間（降雪７） ・茨城県　　　７区間（降雪７）

・栃木県　　　２区間（降雪２） → ・栃木県　　　２区間（降雪２）

・埼玉県　　　０区間（降雪０） ・埼玉県　　　０区間（降雪０）

・東京都　　　２区間（降雪２） ・東京都　　　２区間（降雪２）

・神奈川県　　２区間（降雪２） ・神奈川県　　２区間（降雪２）

・相模原市　　０区間（降雪０） ・相模原市　　０区間（降雪０）

・川崎市　　　０区間（降雪０） ・川崎市　　　０区間（降雪０）

・福岡県　　　２区間（降雪２） ・福岡県　　　２区間（降雪２）

○鉄道（1月24日 12:00現在）

（施設の被害等）

施設被害等なし

（運行状況）

4事業者　10路線　運転休止

○自動車関係

・高速バス関係

事業者で 路線運休 事業者で 路線一部運休

東日本旅客鉄道 陸羽東線 鳴子温泉～新庄 1/24 8:42

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
北海道旅客鉄道 宗谷線 音威子府～稚内 1/23 19:45

東日本旅客鉄道 磐越西線 郡山～会津若松 1/24 9:39

東日本旅客鉄道 奥羽線 新庄～院内 1/24 9:50

東日本旅客鉄道 陸羽西線 全線 1/24 11:13

東日本旅客鉄道 只見線 西若松～会津川口 1/24 10:37

東日本旅客鉄道 只見線 只見～小出 1/24 始発

東日本旅客鉄道 越後線 吉田～新潟 1/24 始発 1/24 6:04

東日本旅客鉄道 弥彦線 弥彦～吉田 1/24 始発 1/24 7:31

東日本旅客鉄道 飯山線 戸狩野沢温泉～十日町 1/24 11:37

東海旅客鉄道 高山線 高山～杉原 1/24 10:14

東海旅客鉄道 高山線 杉原～猪谷 1/24 6:56

西日本旅客鉄道 高山線 猪谷～越中八尾 1/24 7:51

西日本旅客鉄道 大糸線 全線 1/24 始発

31
事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

西日本ジェイアールバス（株） 大阪～東京 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・京都～大宮 運休

西日本ジェイアールバス（株） 大阪・京都～横浜 運休

京阪バス（株） 枚方・樟葉・京都～渋谷・新宿 通常運行

京阪バス（株） 大阪・京都～秋葉原・成田・銚子 通常運行

62 11 18
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近鉄バス（株） 大阪～福島 運休

近鉄バス（株） 大阪～小浜 運休

阪急バス（株） 大阪～新宿・渋谷・池袋 通常運行

阪急バス（株） 大阪・京都 ⇔ 松本 通常運行

阪急バス（株） 大阪・京都～富山 運休

阪急バス（株） 大阪～金沢 運休

阪急バス（株） 大阪～福井 通常運行

阪急バス（株） 大阪・京都～新潟 一部運休

南海バス（株） 大阪・京都～秋葉原・成田・銚子 運休

明光バス（株） 白浜～東京 通常運行

神姫バス（株） 姫路・神戸～渋谷・新宿 運休

神姫バス（株） 姫路・三ノ宮～渋谷マークシティ・新宿高速ＢＴ 運休

日本交通（株） 鳥取・倉吉～東京 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 青森～東京 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 秋田～東京・横浜 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 羽後本荘～東京 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 盛岡～東京 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 山形～新宿 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 仙台～新宿 運休

ジェイアールバス東北(株) 福島～新宿 運休

ジェイアールバス東北(株) 古川・仙台～東京 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 仙台～品川・横浜 通常運行

ジェイアールバス東北(株) 福島・郡山～新宿 通常運行

弘南バス(株) 青森・弘前←上野 通常運行

弘南バス(株)
五所川原・弘前←浜松町・品
川・横浜

通常運行

岩手県交通(株) 盛岡～渋谷 運休

岩手県北自動車(株) 久慈・盛岡～東京 運休

岩手県北自動車(株) 宮古～東京・横浜 運休

宮城交通(株) 仙台・石巻～新宿 通常運行

宮城交通(株) 仙台～名古屋 通常運行

秋田中央交通(株) 秋田～東京 通常運行

秋北バス(株) 能代～池袋 通常運行

羽後交通(株) 東京→本荘 運休

福島交通(株) 福島・郡山～新宿 運休

福島交通(株) 福島・郡山～名古屋 通常運行

福島交通(株) 郡山～佐野・新越谷 通常運行

福島交通(株) 福島・郡山～京都・大阪 運休

新常磐交通(株) いわき～東京・新宿 通常運行

新常磐交通(株) 東京ディズニーリゾート→いわき 運休

新常磐交通(株) 東京ディズニーリゾート→日立 運休

新常磐交通(株) いわき→東京ディズニーリゾート 運休

新常磐交通(株) いわき・日立～京都・大阪 運休

会津乗合自動車(株) 会津若松～新宿 通常運行

WILLER EXPRESS東北(株) 仙台～関東 運休

WILLER EXPRESS東北(株) 山形～関東 通常運行

(株)ジャムジャムエクスプレス 弘前・青森～関東 運休

(株)ジャムジャムエクスプレス 盛岡～関東 運休
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(株)ジャムジャムエクスプレス 秋田～関東 運休

(株)ジャムジャムエクスプレス 仙台～関東 運休

(株)ジャムジャムエクスプレス 山形・福島～関東 運休

(株)桜交通 会津若松～関東 運休

(株)桜交通 仙台～関東 運休

アルピコ交通（株） 松本～新宿線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～新宿 運休

アルピコ交通（株） 長野～TDR・成田線 通常運行

長電バス(株) 長野～池袋線 通常運行

千曲バス(株) 小諸・上田～池袋・新宿線 運休

千曲バス(株) 小諸・上田～立川線 運休

富山地方鉄道（株） 氷見～東京線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～池袋 運休

富山地方鉄道（株） 氷見～新宿 運休

富山地方鉄道（株） 富山～大阪線 運休

富山地方鉄道（株） 富山・金沢～仙台線 運休

加越能バス（株） 氷見・高岡・富山～東京線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～池袋・新宿 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～名古屋 運休

北陸鉄道(株) 金沢～東京渋谷・八王子線 運休

北陸鉄道(株) 金沢～大阪線 運休

北陸鉄道(株) 富山・金沢～仙台線 運休

新潟交通（株） 新潟～大宮・東京 運休

新潟交通（株） 新潟～京都・大阪 運休

越後交通(株) 新潟～大宮・東京 運休

頸城自動車株 上越・柏崎～池袋・新宿 運休

WILLER EXPRESS北信越㈱ 新潟～新宿・川崎・TDL 運休

WILLER EXPRESS北信越㈱ 長野～新宿・川崎・TDL 運休

豊鉄バス（株） 田原・豊橋→新宿・練馬 通常運行

富士急シティバス（株） 沼津～東京 通常運行

富士急シティバス（株） 沼津～新宿 通常運行

遠州鉄道（株） 横浜線（浜松駅⇔横浜駅） 通常運行

遠州鉄道（株） 渋谷・新宿線（浜松駅⇔渋谷・新宿） 通常運行

京福バス（株） 福井-大阪 通常運行

福井鉄道（株） 福井-大阪 通常運行

福井鉄道（株） わかさライナー（小浜－なんば） 運休

名鉄バス（株） 名古屋･新宿線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋･福島線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋･仙台線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋･新潟線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋･長野線 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋－新宿、東京 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 浜松－東京 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 浜松－渋谷、新宿 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 静岡－東京 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 静岡－新宿 運休

ジェイアール東海バス（株）
西船橋駅・東京ディズニーリゾート・
横浜－名古屋駅※夜行バス

通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋－富山・金沢 通常運行
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ジェイアール東海バス（株） 金沢－名古屋 運休

しずてつジャストライン（株） 静岡新宿線 運休

しずてつジャストライン（株） 東京清水線（しみずライナー） 通常運行

しずてつジャストライン（株） 静岡横浜線（横浜ライナー） 運休

しずてつジャストライン（株） 相良渋谷線（渋谷ライナー） 通常運行

東濃鉄道（株） 新宿線（可児車庫－新宿） 通常運行

三重交通（株） 鳥羽大宮高速線 通常運行

三重交通（株） 南紀大宮高速線 通常運行

三重交通（株） 伊賀品川高速線 通常運行

（株）東海バスオレンジシャトル 三島エクスプレス 通常運行

（株）東海バスオレンジシャトル 伊豆長岡・修善寺温泉ライナー 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～富士山線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～新宿線 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～那須・塩原 一部運休

ジェイアールバス関東株式会社 東京～郡山・福島 一部運休

ジェイアールバス関東株式会社 東京～会津若松・喜多方 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～日立・高萩 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～いわき 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 長野～京都・大阪 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～本庄・伊勢崎 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～佐久・小諸 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～草津温泉 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～河口湖 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～名古屋 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～可児車庫 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～知多半田 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～清水 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～大阪 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～箱根 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 東京～鹿島 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 新宿～ＴＤＲ 通常運行

ジェイアールバス関東株式会社 新宿～房総 通常運行

小田急箱根高速バス株式会社 新宿～三島 通常運行

小田急箱根高速バス株式会社 羽田空港～箱根 通常運行

京浜急行バス株式会社 東京～舞鶴 通常運行

京浜急行バス株式会社 東京・横浜～軽井沢 通常運行

京浜急行バス株式会社 東京・横浜～御殿場・箱根 通常運行

京浜急行バス株式会社 東京～鳥取 通常運行

関東自動車株式会社 羽田空港～宇都宮 一部運休

関東自動車株式会社 栃木～京都・大阪 一部運休

神奈川中央交通株式会社 藤沢・町田～富士五湖 通常運行

神奈川中央交通株式会社 羽田空港～神奈川県内 通常運行

神奈川中央交通株式会社 成田空港～神奈川県内 通常運行

日本中央バス株式会社 東京～前橋 一部運休

東武バスセントラル株式会社 東京～茨城・いわき 通常運行

東武バスセントラル株式会社 羽田空港～埼玉 一部運休

東武バスセントラル株式会社 成田空港～埼玉 一部運休

西武バス株式会社 東京・埼玉～新潟 通常運行
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・路線バス関係

3 事業者で 3 路線運休 5 事業者で 10 路線一部運休

西武バス株式会社 東京～富山 通常運行

西武バス株式会社 東京～長野 通常運行

西武バス株式会社 埼玉～羽田空港 通常運行

西武観光バス株式会社 東京・埼玉～新潟 通常運行

西武観光バス株式会社 東京～軽井沢 通常運行

国際興業株式会社 大宮～羽田空港 一部運休

国際興業株式会社 埼玉～ＴＤＲ 一部運休

国際興業株式会社 埼玉～御殿場 一部運休

株式会社東急トランセ 東京～今治 通常運行

西東京バス株式会社 東京～大阪 通常運行

伊豆箱根バス株式会社 苗場～東京・神奈川 通常運行

東京空港交通株式会社 羽田空港～関東方面 一部運休

東京空港交通株式会社 成田空港～関東方面 一部運休

WILLEREXPRESS関東株式会社 関東～関西 一部運休

WILLEREXPRESS関東株式会社 関東～名古屋 一部運休

京王バス株式会社 東京～東北方面 通常運行

株式会社千葉みらい観光バス 東京～東北方面 通常運行

有限会社武井観光 東京～名古屋 通常運行

杉崎観光バス株式会社 東京～東海方面 通常運行

杉崎観光バス株式会社 東京～関西方面 通常運行

杉崎観光バス株式会社 東京～山陰方面 通常運行

杉崎観光バス株式会社 東京～北陸方面 通常運行

杉崎観光バス株式会社 東京～中国方面 通常運行

東京富士交通株式会社 関東～関西 通常運行

茨城交通株式会社 茨城～名古屋 通常運行

茨城交通株式会社 茨城～成田空港 通常運行

茨城交通株式会社 茨城～羽田空港 通常運行

茨城交通株式会社 茨城空港～関東 通常運行

茨城交通株式会社 東京～栃木・茨城 一部運休

関鉄バス株式会社 東京～茨城 通常運行

関鉄バス株式会社 茨城～成田空港 通常運行

関鉄バス株式会社 茨城～羽田空港 通常運行

関鉄バス株式会社 茨城空港～茨城 通常運行

一畑バス（株） 出雲・松江～東京 運休

日ノ丸自動車（株） 米子～東京 運休

日ノ丸自動車（株） 米子～広島 運休

日本交通（株） 米子～東京 運休

日本交通（株） 米子～広島 運休

広島電鉄（株） 米子～広島 運休

伊予鉄道(株) 八幡浜～松山～大阪 一部運休

宇和島自動車(株) 松山・道後～宇和島～宿毛・城辺 一部運休

西日本鉄道株式会社 北九州～福岡・福岡空港 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況

伊豆箱根バス（株）
熱海～十国峠～元箱根～十国
峠～熱海

一部運休
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・自動車道 1路線　通行止め 2路線　　チェーン規制

○海事関係

・運航状況

・10事業者11航路において運休又は一部運休　　2事業者2航路において運行再開

伊豆箱根バス（株）
熱海～後楽園～梅園～来宮神
社～十国峠～熱海

通常運行

伊豆箱根バス（株） 中伊豆線 通常運行

（株）東海バスオレンジシャトル 天城高原線 運休

（株）東海バスオレンジシャトル 伊豆高原駅～市民病院線 一部運休

（株）東海バスオレンジシャトル 冷川峠線 一部運休

（株）東海バスオレンジシャトル 湯ヶ島・持越線 通常運行

（株）東海バスオレンジシャトル 柿木線 一部運休

しずてつジャストライン（株） 安倍線 新静岡」～「梅ヶ島温泉」系統 通常運行

しずてつジャストライン（株） 安倍線　「六郎木」～「梅ヶ島温泉」系統 運休

富士急行（株）
御殿場プレミアムアウトレット・御殿
場駅～水ヶ塚公園・ぐりんぱ線

通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山濃飛バスセンター～飛騨高山スキー場 通常運行

(株)ミヤコーバス 石巻駅～福貴浦 運休

宇和島自動車(株) 松山・道後～宇和島～宿毛・城辺 一部運休

伊予鉄道(株) 森松横河原線 一部運休

四国交通(株) 井内線 一部運休

四国交通(株) 出合経由祖谷線 一部運休

四国交通(株) 大歩危経由祖谷線 一部運休

四国交通(株) 漆川線 一部運休

都道府県 路線名 被害状況

神奈川県 芦ノ湖スカイライン チェーン規制

神奈川県 湯河原パークウェイ 通行止め

神奈川県 箱根ターンパイク 通行止め解除

静岡県 箱根スカイライン チェーン規制

滋賀県 奥比叡ドライブウェイ 通行止め解除
滋賀県・京都府 比叡山ドライブウェイ 通行止め解除

奈良県 奈良奥山ドライブウェイ 通行止め解除

事業者名 航路名 運航状況 備考

箱根観光船 箱根町～湖尻桃源台 運航再開

伊豆箱根鉄道 箱根関所跡～湖尻 運航再開

ハートランドフェリー 江差～奥尻 運休

ハートランドフェリー 稚内～利礼 運休

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売・焼尻 運休

津軽海峡フェリー 函館～大間 運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

シィライン 青森～佐井 運休

佐渡汽船 新潟～両津 運休

東海汽船 東京～八丈島 運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

・港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

○航空関係

（１）空港等施設

・異常なし

（２）欠航便

22日

・欠航便344便（ANA100便、JAL124便、その他120便）

23日

・欠航便112便（ANA70便、JAL16便、その他26便）

24日

・欠航便26便（ANA20便、JAL6便）

（３）その他

・東京国際空港及び成田国際空港で発生した滞留者に毛布の配布を実施。

○河川関係、水管理・国土保全局所管の海岸関係、土砂災害、都市関係、住宅関係、物流関係、観光関係
・現時点で被害情報なし

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　伊藤

石川県 石川県 重要 金沢港

・コンテナ船が強風により、荷役作業を中止（荷役再開
時間未定）。
・定期ＲＯＲＯ船が強風により出港待機中（出向時間未
定）。

東京都 東京都 国際戦略 東京港

・臨港道路「海岸青海線」の一部（レインボーブリッ
ジの一般道部分）通行止め（1/23 11:07通行止め
解除）
・「東京港臨海道路」の一部（東京ゲートブリッジ）
で通行止め（1/23 10:36通行止め解除）

神奈川県 横浜市 国際戦略 横浜港
臨港道路「南本牧ふ頭連絡臨港道路」（南本牧は
ま道路）で通行止め（一般道部分は1/23 22:10通
行止め解除）

神新汽船 神津島～下田 運休

伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運休

新日本海フェリー
舞鶴～敦賀～新潟～
秋田～小樽～苫小牧

一部運休

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等

新潟県 新潟県 国際拠点 新潟港 東港地区

・新潟港国際貿易ターミナルにおい
て、除雪作業のため、ゲートを閉鎖（閉
鎖解除時間未定）。
・コンテナ船が強風により、荷役作業を
中止（荷役再開時間未定）。
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