
１．本省及び地方支分部局の体制について

豪雪情報連絡室 国土交通本省（４月１４日に豪雪対策本部（１月６日設置）より移行）

（４月１４日～）

豪雪情報連絡本部 東北・北陸地方整備局、東北・北陸信越運輸局

（４月１４日～） （４月１４日に豪雪対策本部（１月６日設置）より移行）

２．気象概況等

○12月上旬から１月上旬にかけて、日本各地で低温となり、日本海側を中心に暴風を伴った大雪となっ
た。１月中旬以降も、山沿いの地域を中心に大雪となる日がたびたびあった。

○この結果、気象庁が積雪を観測している339地点のうち、全国の23地点で、年間の最深積雪の記録を
更新（観測開始以来の最も大きな値を記録）した。また、12月としての最大記録を106地点で、１月とし
ての最大記録を54地点で、２月としての最大記録を18地点で、３月としての最大記録を４地点で、４月
としての最大記録を17地点で更新した。
・年間の最深積雪の記録を更新した地点のある道県

北海道、秋田県、岩手県、山形県、群馬県、長野県、岐阜県、新潟県、富山県、福井県、岡山県、
広島県、島根県

３．国土交通省の対応

【全般】
○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める。
○防災担当大臣の新潟県雪害等現地視察に職員同行。（1月7日）
○北側国土交通大臣、松村国土交通副大臣が福井県の雪害状況を視察。（1月8日）
○豪雪地帯における安全安心な地域づくりに関する懇談会を設置（1月26日）
○吉田国土交通大臣政務官が長野県、新潟県の雪害状況を視察。（1月27日）
【支援】
○新潟県中越地震の被災地域に除雪車・雪上車を支援。(12月20日～）
○津南町及び栄村の状況に鑑み、新潟県に対し除雪車を貸与。（1月9日～3月3日）
○秋田県からの要請により、仙北市田沢湖町（鶴の湯温泉等）の雪崩発生箇所の調査に、
　（独）土木研究所の専門家職員２名を派遣。（2月10日）
○ 長野県の要請により、栄村秋山郷地区の雪崩危険度判定などに
　（独）土木研究所の専門家職員1名を派遣（1月13日、18日）。
○ 新潟県の要請により、妙高市土路地区に雪崩危険度判定などに
 （独）土木研究所の専門家職員1名を派遣（1月14日）。
○ 糸魚川市の要請により、（独）土木研究所が同市柵口地区に設置した雪崩観測カメラのリアルタイム
　映像を能生支所（旧能生町役場）に提供（2月19日から）。
○県豪雪対策本部等において気象解説を実施するため、気象庁職員を派遣。（12月25日～）
【道路】
○市町村道への除雪費支援の検討に必要な調査の実施（1月10日～）
○道府県管理道路の除雪費補助の緊急配分を実施（26道府県・政令市、事業費約169億円）（1月13日）
○市町村道の除雪費補助について緊急措置することを決定（197市町村、事業費約55億円）（2月3日）
○道路（道府県管理道路及び市町村道）の除雪費補助の追加措置を講じることを決定（3月22日）
　道府県管理道路（26道府県・政令市、事業費約159億円、緊急配分と合わせると事業費約328億円）
　市町村道（331市町村、事業費約140億円、緊急措置と合わせると事業費約195億円）
【雪捨て場】
○国管理河川における雪捨て場箇所数307箇所（3月1日現在）
【通知・通達】
○今後の降雪等に関する道路管理について整備局及び関係機関に対して周知徹底（12月26日）
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○今冬の防災体制の強化について省内及び関係機関等へ周知徹底(12月28日）
○雪崩、融雪出水及び雪捨て場確保について整備局、都道府県に対して万全を期すよう通知（1月12日）
○強風・大雪・なだれ等への対策に万全を期し、安全運行の再徹底を図るよう鉄道事業者等に対し指示

（1月12日）
○道路除雪作業に伴う事故防止について整備局等に対して万全を期すよう通知（1月13日）
○今後の雪害等に関する道路管理について整備局、都道府県に対して周知徹底（1月13日）
○関係道府県等に対し、下水道施設を活用した積雪対策の緊急的な実施について通知（1月13日）
○豪雪に伴うなだれ、融雪出水等に対する安全対策について索道事業者に対して通知（1月13日）
○今冬の大雪における通学路等の安全確保について道路管理者に対して万全を期すよう通知（1月19日）
○今後の降雪に対する下水道施設の維持管理等について関係地方公共団体に対して万全を期すよう

通知（1月20日）
○融雪期における防災対策について整備局、地方公共団体等に対して万全を期すよう通知（2月28日）
【その他】
○（独）土木研究所が関係機関とともに科学技術振興調整費による緊急調査研究を実施。（1月31日～）
○大雪等に関する気象情報や警報・注意報を適宜発表し、関係機関への確実な伝達を実施。
○平成18年の冬（平成17年12月～平成18年２月）に発生した大雪について、 「平成18年豪雪」と

43年ぶりに命名（3月1日）。
○低温による凍上災害を災害復旧事業の対象とすることとし、地方公共団体に通知。（5月9日）

４．人的被害（4月17日17時30分現在消防庁調べ）

・全国の死者数　１51名

北海道１８名、青森県　７名、岩手県　２名、秋田県２４名、山形県１３名、福島県　３名、群馬県　１名

新潟県３１名、富山県　４名、石川県　６名、福井県１４名、長野県　８名、岐阜県　４名、愛知県　１名

滋賀県　４名、兵庫県 １名、鳥取県　３名、島根県　２名、広島県　４名、山口県　１名

５．所管施設等の状況
○道路

・高速道路・有料道路（4月11日17時現在）

（参考）今冬の大雪の影響による道路の通行止めに伴い実施した高速道路の無料措置について

・直轄国道（4月11日17時現在）

・都道府県管理道路（補助国道・都道府県道）（4月11日17時現在）

日中(7時～19時)の通行止めを解除。3月21日より、夜間(19時～7時)の通行止めも解除。

現在、雪による通行止めの区間なし。

全国計17箇所で雪等のため通行止め中（事前通行規制含む）。

国道405号(新潟県管理)の一部区間(津南町見玉～結東)については、2月14日より、

高山市荘川町野々俣で雪崩発生のた
め

1月20日 8:30 88日8.5時間 東海北陸道 五箇山～白川郷 国道156号
南砺市西赤尾で土砂崩れ発生のため

1日22時間 東海北陸道 荘川～高鷲 国道156号

白川村飯島トンネル～岐阜・富山県境
間で雪崩発生の危険性のため

1月14日 10:00 1月16日 8:00

国道17号
湯沢町神立～三国間で雪崩発生の危
険性のため

1月13日 19:00 1月16日 8:00 2日13時間 東海北陸道 五箇山～白川郷 国道156号

7:00 1月4日 19:00 12時間

路線・区間 原　　　因

道路名 区　　　間 道路名 状　　況　　等

関越道 月夜野・水上～湯沢

現在、雪による通行止めの区間なし。

開始日時 終了日時
無料措置
実施時間

1月4日

4月18日 17:00
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大石沢川の河道を閉塞 2月15日

１級河川間瀬川に流出 2月15日

西置賜郡小国町沼沢 １級河川桜川の河道を閉塞 2月15日

県道余目温海線へ流出 2月8日

西置賜郡小国町沼沢 国道113号へ流出 2月14日

国道344号へ流出 12月31日

西置賜郡小国町大石沢 大石沢川の河道を閉塞 2月6日

雪 12

最上郡真室川町差首鍋

鶴岡市　一霞

西置賜郡小国町遅越

西置賜郡小国町大石沢

2月14日

北秋田市阿仁長畑 2月22日
がけ 2

由利本庄市岩城滝俣　宮ノ下
山腹が崩壊し、雪が人家に流入、家族７
名避難

仙北市田沢湖玉川 国道３４１号へ流出 2月24日

1 由利本庄鳥海町下直根 5月5日

仙北市田沢湖町　孫六温泉
孫六温泉へ向かう私道に雪崩が流出　付
近に除雪作業員がいたが被害無し

2月10日

北秋田市阿仁長畑
雪崩が発生したが、斜面下部の樹林帯で
雪が停止

2月22日
頃

仙北市田沢湖町　鶴の湯温泉
高さ80m幅100mにわたり雪崩が発生
１名が死亡、１６名が負傷

2月10日

仙北市田沢湖町　孫六温泉
雪崩により全体的に山側の建物が傾いて
いる

2月10日

1月4日

鹿角市花輪大字花輪 市道盆坂線へ流出 1月16日

県道盛岡鶯宿温泉線へ流出 2月15日

秋田県

雪 8

北秋田市阿仁前田
県道（福館阿仁田線）へ流出。車1台巻き
込まれ　けが人なし。

1月4日

北秋田郡上小阿仁村　  南沢
国道285号へ流出。車3台巻き込まれ　４
名自力脱出　ｹｶﾞ人なし。

県道（大槌川井線）へ流出 2月9日

宮古市新里町押角 国道340号へ流出 2月9日

国道46号へ流出。車3台は雪崩手前で停
止。けが人等なし。

1月4日

北上市和賀町仙人 国道107号へ流出。 1月24日

岩手県 雪 5

雫石町橋場

下閉伊郡川井村大貫台

盛岡市繋

大鰐温泉スキー場で雪崩発生 2月14日

東津軽郡平内町浜子
夜越山スキー場にて雪崩、リフト用の照明
１本倒れる

2月16日
青森県 雪 2

南津軽郡大鰐町虹貝

1 古宇郡神恵内村川白 4月21日

礼文郡礼文町起登臼 雪崩により車庫が１棟一部損壊 2月22日

礼文郡礼文町香深村 雪崩により倉庫が１棟一部損壊 2月22日

礼文郡礼文町 町道（元地９号線）へ流出 1月30日

礼文郡礼文町差閉 雪崩により物置小屋１棟全壊 2月21日

発生日

北海道
雪 6

目梨郡羅臼町 道道（知床公園羅臼線）へ流出 1月3日

目梨郡羅臼町 礼文町 雪崩により物置ガラス２枚破損 1月5日

（発生災害）雪：雪崩、土：土石流等、地：地すべり、がけ：がけ崩れ
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○雪崩等災害の発生状況（平成１８年５月１0日１4時００分現在）
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上越市牧区小川 市道国川高尾線に陥没（通行止） 3月24日

糸魚川市大洞 地すべりに伴い農道が通行不能になった 3月9日

妙高市尼兼 寸分道川へ土砂が押しだし河川埋塞 3月18日

1月16日

佐渡市中佐為 地すべりに伴い開水路に崩土が被る 2月18日

十日町市江道
畑の除雪中に雪崩・落雪に遭い雪に埋ま
り男性１名死亡

3月24日

東蒲原郡阿賀町　五十島 地すべりに伴う倒木による被害 12月22日

西蒲原郡弥彦村　観音寺
地すべりに伴い県道弥彦岩室線が亀裂等
の損壊

魚沼市大湯温泉地内・栃尾又
県道栃尾又上折立線へ流出（近隣の国道
352号と合わせて計３箇所で雪崩発生）

1月28日

十日町市小泉 浅河原
国道253号へ流出。落石防護柵用ブロック
が転倒し、ダンプトラック前部が破損

2月17日

糸魚川市西飛山 県道西飛山能生線へ雪崩流出 1月14日

妙高市関山
赤倉山系前山でトレッキング中に３名が雪
崩に巻き込まれ負傷

1月28日

南魚沼郡湯沢町土樽
関越道へ流出 流出した雪に乗り上げた車
両に後続車両が追突 けが人なし

1月8日

魚沼市上折立 県道栃尾又上折立線へ流出 1月12日

十日町市 西浅河原 雪崩により倉庫が一部損壊 1月5日

糸魚川市和泉 自宅裏に流出、１戸（１名）自主避難 1月6日

南魚沼郡湯沢町三国
苗場ｽｷｰ場ﾘﾌﾄ降り場付近で雪崩発生従
業員3名と客4名がけが

1月3日

南魚沼郡湯沢町火打～南魚沼郡湯
沢町三俣

国道17号へ流出
（近接３箇所で雪崩発生）

1月3日～
1月4日

妙高市燕 雪崩により旅館窓ガラス２枚破損 1月3日

南魚沼郡湯沢町湯沢
GALA湯沢ｽｷｰ場で客2名が雪崩に巻き込
まれるがけが人なし

1月3日

南魚沼郡湯沢町土樽
魚野川を越えて県道土樽越後中里停車
場線に約200m埋塞（河道閉塞は無し）

12月28日

南魚沼郡湯沢町土樽
ﾙｰﾃﾞﾝｽ湯沢ｽｷｰ場で従業員4名雪崩に
巻き込まれる

1月3日

12月24日

十日町市八箇　孕石
集落内の市道孕石控木線へ流出。近くに
住家なし。

12月24日

雪崩により野尻川が閉塞し氾濫。床上浸
水２等床下浸水７棟

2月16日

新潟県

雪 18

十日町市伊達丙　土市 市道新宮野中線へ流出 12月24日

中魚沼郡津南町前倉
国道405号へ流出。通行車両１台巻き込ま
れ

人家背後に雪崩流出 1月16日

喜多方市山都町蓬莱川下 国道459号へ流出ｽﾄﾝｶﾞｰﾄﾞ破損 2月15日

国道352号へ流出。車１台巻き込まれ　１
名自力脱出　ｹｶﾞ人なし。

1月3日

南会津郡南郷村大字東
国道289号へ流出。車２台が巻き込まれた
が排雪し救助　けが人なし。（近接２箇所

1月3日

福島県 雪 5

南会津郡舘岩村大字穴原

大沼郡昭和町佐倉

大沼郡昭和村

東田川郡庄内町科沢 4月20日

最上郡鮭川村川口 絵馬河川に土砂流出 5月9日

5

鶴岡市旧温海町　鳶ヶ坂
県道(菅野代堅苔沢線)にかかる斜面上に
滑落崖を発見

12月27日

山形県西村山郡朝日町大字大船木 県道長井大江線崩落 4月4日

北村山郡大石田町大浦 町道に亀裂L=30m（片側交互通行） 4月18日

国道１１２号へ流出 2月26日

西置賜郡小国町遅越 １級河川間瀬川に流出 2月28日

１級河川桜川の河道が閉塞 2月16日

尾花沢市銀山
雪崩が２回発生し、２回目で急傾斜の待
受擁壁を乗り越えて人家１戸の軒先が一

2月22日

最上郡鮭川村京塚 急傾斜の待ち受け擁壁で捕捉 2月15日

山形県 西置賜郡小国町桜川

鶴岡市大網

地
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北安曇郡小谷村大字曽田 県道奉納中土（Ｔ）線路肩崩壊 4月3日

がけ 2
大町市八坂 市道へ崩土流出の恐れ有（通行止） 2月27日

長野市七二会　定谷地区 3月22日

長野市七二会善福寺
地滑りにより土蔵が倒壊、自主避難一世
帯

3月25日

3月17日

飯山市大字富倉
市道8-308号線L=50m全壊、L=20m路肩
決壊

3月20日

大町市針ノ木岳
登山で入山した4人パーティーのうち2人死
亡。単独登山の1人死亡。

5月1日

地 6

長野市七二会　市場 水田が幅15mにわたり地すべりをおこす 1月16日

飯山市倉本 雪崩防止柵が損傷

安房山北側斜面で4人が下山中、1人が巻
き込まれ死亡

4月9日

北安曇郡白馬村五竜とおみスキー場
山スキー12人のうち、6名が雪崩に巻き込
まれ、内2名が死亡、4名が負傷した

4月9日

山スキーで入山した5名のうち、3名が死
亡、1名が意識不明の重体

4月8日

伊那市長谷仙丈岳
南アルプス仙丈岳を2名で登山中、1名負
傷

4月9日

唐松岳頂上付近で雪崩が発生。登山客が
1名足を骨折

2月26日

北安曇郡白馬村倉下 村道に流出 3月1日

町道横湯地獄谷線へ流出 2月15日

松本市上高地
上高地・乗鞍スーパー林道　蛭窪ﾄﾝﾈﾙ付
近で雪崩が発生、車3台が動けなくなる

2月26日

人家の玄関が損壊し、自動車１台が雪に
埋まる

2月5日

茅野市豊平
硫黄岳赤岩ノ頭付近で発生した雪崩に登
山客８名が巻き込まれ４名負傷

2月11日

物置１戸一部損壊 1月3日

北安曇郡小谷村中 家屋一部損壊 1月14日

白馬ｺﾙﾁﾅ国際ｽｷｰ場ｹﾞﾚﾝﾃﾞ外の雪崩危
険箇所を点検中１名雪崩に巻き込まれ重

12月31日

松本市上高地
明神岳の上宮川谷で登山客２名が雪崩に
巻き込まれ、１名が心肺停止の状態

1月3日

長野県

雪 15

北安曇郡小谷村千国乙

下水内郡栄村屋敷

下水内郡栄村屋敷

下高井郡山ノ内町仏岩

北安曇郡白馬村唐松岳

北安曇郡小谷村白馬乗鞍岳

松本市安曇安房山

3月17日

妙高市大鹿
一級河川関川の河道に崩土が流出、市道
崩落

4月19日

妙高市小局下平丸 5月8日

がけ 3

長岡市栃尾大野 人家裏でがけ崩れが発生、被害無し 1月31日

上越市柿崎区 県道（柿崎小国線）脇の斜面より落石

上越市浦河原上猪子田 4月28日

妙高市下平丸カヤバ 5月8日

上越市名立区東飛山 4月22日

妙高市長沢 4月27日

南魚沼市小栗山 市道上ノ原小栗山線が被災（通行止） 4月15日

十日町市倉俣 一級河川大松沢川の河道全幅が閉塞 4月20日

妙高市坪山 農道崩落（通行止） 4月12日

十日町市丁（田麦） 県道十日町塩沢線が被災（通行止） 4月12日

妙高市樽本
県道飯山斑尾新井線に土砂流出の恐れ
有（通行止）

4月12日

小千谷市芹久保 県道法末真人線が被災（通行止） 4月12日

妙高市大字小局 市道小局２号線L=35m崩落 4月5日

小千谷市大字北山 県道小千谷大沢線へ土砂が流出 4月8日

妙高市下平丸 地すべりに伴い市道へ土砂が流出 3月29日

地 20



1

1

1

電柱二本倒壊 1月14日

大野郡白川村平瀬
県道白川公園線の岩屋谷橋上部工が流
出

1月15日頃

国道156号へ流出 1月14日

飛騨市神岡町大字中山 神岡鉄道へ流出　一時運休 1月14日

擁壁（急傾斜施設）が雪崩を捕捉 12月24日

高山市久々野町　久々野 人家１戸一部損壊 1月14日

用水路に雪が溜まって雪崩発生 12月5日

大野郡白川村牧～高山市荘川町牧
戸

国道156号へ流出（近接３箇所で雪崩発
生）

12月22日

岐阜県 雪 9

郡上市高鷲町大鷲　向鷲見

飛騨市河合町稲越

高山市荘川町野々俣

揖斐郡揖斐川町藤橋

南砺市立野脇 県道路肩が崩壊 4月3日

南砺市利賀村上百瀬 市道被災（冬季閉鎖中） 4月中旬

富山市山田沼又 3月26日

富山市八尾町正間
国道472号が被災（１日間通行止、その後
片側交互通行）

4月2日

高岡市加茂 3月16日

南砺市湯谷
人家裏斜面が崩壊、雪囲いで土砂が止ま
る

3月17日

富山市本宮
山腹が崩壊し富山地方鉄道のｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ
上部が破損し、土砂が線路を塞ぐ

2月20日

高岡市西広谷 斜面が崩壊し小学校グラウンドに堆積 3月3日

富山市牛ヶ増
人家裏斜面が崩落、用水路に一部土砂流
入

1月27日

小矢部市高坂 人家前斜面が崩壊 2月15日

富山市片掛 国道41号に崩落 1月15日

南砺市下出 市道にクラック（通行止） 1月頃

4月頃

南砺市相倉 市道相倉仏岩線が被災（通行止） 4月21日

温泉の引湯管破損 1月14日

地 4

南砺市西赤尾 国道156号の法面が崩落 1月20日

高岡市福岡町沢川 主要地方道押水福岡線に崩土が堆積 3月6日

県道利賀河合線に流出 1月14日

南砺市利賀村菅沼 国道471号に流出 1月14日

富山地方鉄道立山線に流出 1月14日

南砺市法林寺 県道金沢井波線に流出 1月14日

町道内山１１号線に雪が堆積 1月12日

南砺市太美 県道金沢湯桶福光線へ流出 1月14日

富山県

雪 7

下新川郡宇奈月町大字内山

富山市原

南砺市利賀村大勘場

下新川郡宇奈月町嘉々堂谷

高岡市福岡町勝木原

が
け 12

2月13日

がけ 2
珠洲市大谷町 家屋一部損壊 1月14日

白山市瀬戸町
がけ崩れのため、人家裏の法枠法尻部が
破損

3月17日

金沢市俵町
医王山スキー場で雪崩発生、一部ゲレン
デ閉鎖

1月15日

地 2
鳳珠郡門前町赤神

人家裏斜面崩壊、待ち受け擁壁により捕
捉、　　１世帯避難勧告

1月14日

白山市河内町内尾 山腹が崩壊し普通河川へ流出

3月7日

石川県

雪 3

金沢市山王町1丁目 車庫１棟一部損壊 1月9日

白山市白峰 家裏の杉林まで流出  2世帯自主避難 1月14日

がけ 2
上水内郡中条村専納 山腹が崩壊し倒木と土砂が梅木沢へ流出
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雪
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地

雪
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11 4 43 0 0 13

※詳細については確認中であり変わる事もある。

※情報は地方整備局等及び道府県からの情報に基づく。

※雪崩及び積雪地域における土砂災害について記載。

雪崩

）

地すべり　
がけ崩れ

○融雪による出水状況（3月23日9時現在）
１）一般被害

　　被害報告なし。

○鉄道の状況（5月10日9時現在）

41件
27件

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止 運転再開
日 時間 日

100件

（うち、集落雪崩（住家周辺の雪崩 28件

1月14日

合　計 168

岡山県 1 苫田郡鏡野町大字羽出 斜面上部が崩壊、非難勧告　１世帯避難

4月6日

島根県 1 邑智郡邑南町市木 瑞穂ハイランドスキー場で雪崩発生 1月14日

鳥取県 1 日野郡日南町大字新屋 坂郷川河道閉塞

人家裏斜面崩壊、家屋一部損壊　１世帯
に避難指示

1月13日

三方郡香美町小代区城山 母屋に隣接した倉庫が一部損壊 3月19日
兵庫県 がけ 2

養父市大屋町横行

1月15日

越前市別印
車庫1棟全快小屋1棟一部損壊、土砂が
国道417号へ流出

2月17日
がけ 2

三方郡美浜町早瀬 町道嶽山線脇斜面崩壊

1 福井市大矢町
普通河川別畑川を雪混じり土砂が一部閉
塞

1月16日

大野市下打波 県道上小池勝原線へ流出 1月2日

大野市谷戸口 県道上大納下山線へ流出 1月13日

大野市長野
国道158号へ流出。橋梁が横に約90cmず
れ。

12月24日

越前市中居 国道417号へ流出、通行車両1台埋まる 12月29日

大野市箱ヶ瀬 国道158号へ流出 12月22日

勝山市北谷町東山 国道157号へ流出 12月23日

3月8日

福井県

雪 8

大野市東勝原 県道上小池勝原線へ流出 12月14日

大野市下山
国道158号へ流出。通行車両１台巻き込ま
れ

12月20日

山スキー及び登山者4名行方不明 4月9日

滋賀県
1 伊香郡余呉町椿坂 国道365号へ流出 12月14日

1 高島市朽木村井
一級河川安曇川の河道１／４が閉塞、国
道367号が被災（通行止）

高山市神坂穴毛谷

主な被害状況等
時間

東日本旅客鉄道 只見線 只見～会津川口 1/4 5:00 4/9 始発

始発〃 〃 大白川～只見 1/4

始発〃 〃 会津川口
あいづかわぐち

～会津坂下
あいづばんげ

2/15

8:12西日本旅客鉄道 木次
きすき

線
せん

出雲横田～備後落合 12/22 8:12 3/30

5:38 4/5

5:00 4/21



　　○空港の影響（5月10日9時現在）

・運行等支障なし

　　○高速バスの運休・迂回等の状況（5月10日9時00分現在）
・迂回運行の弘南バスは解除済み

　　○物流の状況（5月10日9時00分現在）
・配達の遅延等は全て解消済み

　 ○港湾の影響（5月10日9時現在）
・小樽港第２埠頭市営３号上屋が積雪のため倒壊（2月10日（金））。人的被害無し。
 3月25日（土）に解体・撤去作業が完了。（上屋全体の面積２,９３６m2）。

６．その他
・新潟県は、十日町市、妙高市、南魚沼市、湯沢町、津南町、魚沼市、上越市、川口町、長岡市、

柏崎市、小千谷市に災害救助法を適用。
・長野県は、飯山市、白馬村、小谷村、木島平村、野沢温泉村、信濃町、栄村、山ノ内町に災害救助法を適用。

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　大島
代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２


