
※　この災害情報は『平成２２年１２月３０日からの大雪による被害状況』を
　　統合したものです。

１．本省及び地方支分部局の体制について

○現在の体制

国土交通本省 警戒体制

東北地方整備局 警戒体制

○３月７日１１：００までにおける最も高い体制

国土交通本省 警戒体制

北海道開発局 警戒体制 中部運輸局 注意体制

東北地方整備局 警戒体制 近畿運輸局 注意体制

関東地方整備局 注意体制 中国運輸局 警戒体制

北陸地方整備局 注意体制 近畿運輸局 注意体制

中部地方整備局 注意体制 九州運輸局 注意体制

近畿地方整備局 注意体制 仙台管区気象台 警戒体制

中国地方整備局 警戒体制 大阪管区気象台 注意体制

九州地方整備局 注意体制

２．気象の状況と今後の見通しについて（3月7日11時現在：気象庁）

仙台管区気象台 注意体制

（１）これまでの状況

　12月下旬以降、寒気が日本付近に南下しやすい気象状況が続き、数回にわたって強い冬型の気圧
配置とな たため各地で大雪とな た 特に 年末から年始にかけては 西日本を中心に強い寒気が
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249滋賀県 長浜市 柳ケ瀬（ﾔﾅｶﾞｾ） 249 2011 1 31

92

福井県 南条郡南越前町 今庄（ｲﾏｼﾞｮｳ） 244 2011 1 31 236

福井県 越前市 武生（ﾀｹﾌ） 116 2011 1 31

99

石川県 七尾市 七尾（ﾅﾅｵ） 74 2011 1 31 72

富山県 氷見市 氷見（ﾋﾐ） 112 2011 1 31

129

福島県 会津若松市 若松（ﾜｶﾏﾂ） 115 2010 12 26 115

山形県 鶴岡市 櫛引（ｸｼﾋﾞｷ） 131 2011 2 1

58

山形県 最上郡最上町 向町（ﾑｶｲﾏﾁ） 212 2011 2 1 205

岩手県　北上市 北上（ｷﾀｶﾐ） 68 2011 2 1

109

岩手県 八幡平市 岩手松尾（ｲﾜﾃﾏﾂｵ） 75 2010 12 31 62

岩手県 岩手郡葛巻町 葛巻（ｸｽﾞﾏｷ） 114 2011 1 1

143

秋田県 湯沢市 湯の岱（ﾕﾉﾀｲ） 200 2011 2 1 180

秋田県 湯沢市 湯沢（ﾕｻﾞﾜ） 175 2011 2 1

176

秋田県 由利本荘市 矢島（ﾔｼﾏ） 177 2011 1 30 171

秋田県 横手市 横手（ﾖｺﾃ）

77

秋田県 鹿角市 鹿角（ｶﾂﾞﾉ） 102 2011 2

年 月 日

北海道 茅部郡森町 森（ﾓﾘ） 81 2011 1

1 101

192 2011 2 1

○積雪の深さの観測史上１位を更新した地点（3月6日24時時点）

都道府県名 観測所名
積雪の深さ

（ｃｍ）

12

配置となったため各地で大雪となった。特に、年末から年始にかけては、西日本を中心に強い寒気が
流入し、西日本の日本海側等の一部で記録的な大雪となった。また、１月半ばと月末にも強い寒気が
南下し、北日本から西日本にかけて大雪となった。

起日 昨冬までの記録
（ｃｍ）
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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。

【機械の支援・災害出動等】

○島根県からの要請により、中国地整のロータリ除雪車１台を島根県雲南市に派遣（2月1～7日）

（２）今後の見通し

○一週間先までの見通し

　北日本から西日本にかけての日本海側は、１１日頃まで冬型の気圧配置が続き、１２日にかけて
曇りや雪または雨の日が多い見込み。
　最高・最低気温ともに、１２日にかけて平年並か平年より低く、その後は平年並か平年より高い見
込み。

84

鳥取県 米子市 米子（ﾖﾅｺﾞ） 89 2011 1 1 80

島根県 邑智郡邑南町 瑞穂（ﾐｽﾞﾎ） 91 2011 1 17

89

島根県 飯石郡飯南町 赤名（ｱｶﾅ） 152 2011 1 31 134

広島県 山県郡北広島町 大朝（ｵｵｱｻ） 104 2011 1 17

125

広島県 山県郡北広島町 八幡（ﾔﾜﾀ） 206 2011 1 31 182

岡山県 真庭市 上長田（ｶﾐﾅｶﾞﾀ） 137 2011 1 17

京都府 京丹後市 峰山（ﾐﾈﾔﾏ） 110 2011 1 31 102

○湯沢市からの要請により、東北地整の排水ポンプ車１台を秋田県湯沢市上関地区に流雪溝用水の
　取水支援に派遣（2月4～8日）

○石川県からの要請により、北陸地整の照明車１台を県道44号の雪崩発生現場（石川県白山市
　　左礫町）に派遣（2月7～13日）

○下新川郡入善町からの要請により 北陸地整の小形 タリ除雪車 台を富山県下新川郡入善町

○上越市からの要請により、北陸地整のロータリ除雪車１台、照明車２台を新潟県上越市に派遣
　　（2月3～9日）
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【道路】

○道府県に対して、社会資本総合整備交付金の追加配分を実施（国費約101億円）（2月10日）

○市町村道への除雪費支援の検討に必要な調査の実施（2月10日～）

【雪捨て場】

○国管理河川において雪捨て場を自治体等へ提供中（315箇所（前年比６４箇所増）（2/28現在）

【通知・通達】

○自動車運送事業者等に対して、降積雪期における輸送の安全確保の徹底について通達発出。（12/22）

○今冬の防災態勢の強化について省内及び関係機関等へ周知徹底（12/28)

○異常な降雪時における道路管理者の適切な対応について地方整備局等に通知（1/4）

○自動車運送事業者等に対して、年末年始の記録的降雪を踏まえた異常気象時等における所要の

　措置の実施の周知徹底について通達発出。（1/12）

４．気象庁の対応

○関係機関に対する気象解説や資料提供等を各地気象台より適宜実施

○下新川郡入善町からの要請により、北陸地整の小形ロータリ除雪車１台を富山県下新川郡入善町
　　に派遣（2月9～23日）

○国道112号（直轄）で発生した雪崩による通行止め復旧支援のため、東北地整の照明車２台を山形県
　　西村山郡西川町月山沢地内に派遣（2月27日～）
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５．海上保安庁の対応

（１）海上保安庁の対応

　　①　1月3日

　　 ・沿岸部被害状況調査（島根県沿岸、鳥取県沿岸、兵庫県沿岸、京都府沿岸、福井県沿岸）

②　1月4日

・航空機からの浮流油情報に基づき、巡視船艇による航走拡散、油吸着マットによる除去作業実施

③　1月5日以降

・沿岸部被害状況調査（島根県東部、鳥取県西部）

・引き上げ作業に係る油防除指導等

・あらたな大雪に関する情報に対し、関係者への注意喚起、情報提供等を継続実施

（２）沿岸部被害状況調査結果

①　灯台関連被害（停電）

　　　　○瀬崎シャグリ照射灯　復旧（1月3日18:00）

　　　　○七類港船島照射灯　復旧（1月3日17:50）

　 　　　　○美保関港東防波堤灯台  復旧（1月3日17:50）

　 ②　漁船等被害（転覆、沈没又は浸水等）

　      2月14日11:00現在　　合計519隻　（内515隻は引き上げ済み）

　　    ○鳥取県　合計280隻　（内276隻は引き上げ済み）

    ○島根県　合計233隻　（引き上げ済み）

    ○福井県　合計4隻　（引き上げ済み）

○京都府　合計2隻　（引き上げ済み）

６ 政府の対応

・航空機による沿岸部被害状況調査（島根県沿岸、鳥取県沿岸、兵庫県沿岸、京都府沿岸、福井県沿岸）
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６．政府の対応

○降積雪期の対応に係る関係省庁連絡会議開催（12/20）

○今冬期の大雪等への対策に関する関係省庁連絡会議開催（1/21）

○大雪等及び新燃岳噴火に関する関係閣僚会議開催（2/1）

○大雪等及び新燃岳噴火に関する関係省庁連絡会議開催（2/1）

○防災担当大臣が新潟県の雪害状況を視察（2/5）

○大雪等及び新燃岳噴火に関する関係省庁連絡会議開催（2/8）

７．人的被害（2月28日17時20分現在消防庁調べ：速報値）

・全国の死者数　１２７名

北海道23名、青森県3名、岩手県5名、秋田県20名、山形県16名、福島県4名、群馬県1名、新潟県23名

富山県7名、石川県5名、福井県7名、長野県3名、岐阜県2名、兵庫県1名、鳥取県6名、広島県1名

８．所管施設等の状況

○道路（3月7日11:00時点）

【国道49号】

福島県河沼郡会津坂下町～同県耶麻郡西会津町

（12月25日21時35分～12月27日7時）

福島県耶麻郡猪苗代町～同県会津若松市

（12月26日4時10分～12月27日7時）

・大型車が多数走行不能となり、２区間で通行止めを実施。除雪作業により、12月27日7時に全線
 通行を確保
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【国道9号】

【国道8号】

【北陸道】

■直轄・高速道路の雪による通行止め状況

・高速道路会社等管理道路

・直轄管理道路

・12月31日14:00頃、国道９号鳥取県東伯郡琴浦町から西伯郡大山町において、通行不能状況が
　発生。除雪作業により、1月2日8時25分に全線通行を確保

・1月30日21:00頃、国道８号福井県敦賀市において、通行不能状態が発生し、1月31日1:30から通
　行止めを実施（越前市塚原～敦賀市田結）。除雪作業により、1月31日20:00に全線通行を確保

・敦賀IC～今庄ICにおいて通行不能車両が発生し、上りにおいて1月30日23:50より、下りにおいて
　1月31日 1:40より通行止めを実施。除雪作業により、上りは1月31日23:00に、下りは2月1日6:30に
 全線通行を確保

路線名 区間名 被災状況 備考

山形県西村山郡西川町大字 3月6日～　夜間通行止

山形自動車道
（上り）

庄内あさひIC～湯殿山IC なし
3月6日～　夜間通行止め

　　　　　　　　（午後6時50分～午前6
時）

山形自動車道 　西川IC～月山IC

路線名 区間名 被災状況 備考

なし 雪崩の恐れ
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○集落雪崩災害の発生状況（3月7日11:00時点）

・2月5日7時頃、山形県鶴岡市にて雪崩が発生し、家屋が被災。（一部損壊1戸）

○鉄道（3月7日11:00時点）

・１月３０日から北陸線等で運転を休止。只見線等を除き２月１日始発から運転を再開。

○自動車関係（3月7日11:00時点）

・被害情報なし。

○港湾関係（3月7日11:00時点）

・被害情報なし。

○ 空港関係 （3月7日11:00時点）

・空港施設等被害なし。

・１２月２５日に奥羽線、羽越線等で倒木が発生し、運転を見合わせた。（復旧済み）

・１２月３１日から山陰線、伯備線、境線、木次線、三江線が運転を休止。１月３日午前までに全線
　で運転を再開。

国道112号
山形県西村山郡西川町大字
月山沢地内～鶴岡市田麦俣

字六十里山地内
雪崩

3月6日 　夜間通行止
　　　　　　　　　　　（午後7時～午前6

時）

・１月２８日から津軽線で貨物列車が立ち往生したため運転を休止。１月２９日までに運転を再開。
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○物流関係（3月7日11:00時点）

営業倉庫に関する被害情報なし。

○観光関係 （3月7日11:00時点）

登録ホテル・旅館について、特段の被害報告なし。

○官庁施設等（3月7日11:00時点）

現在のところ被害情報なし。

○地方公共団体管理　公共土木施設の被害状況　(2月21日11:00現在)

現在のところ被害情報なし。

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２３

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　伊藤
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