
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２３日　１５：００ 警戒体制

東北地方整備局 １月２３日　１５：００ 警戒体制 東北運輸局 ２月　９日　７：００ 注意体制

近畿地方整備局 ２月　４日　１８：００ 注意体制 関東運輸局 ２月　８日　８：４５ 注意体制

２月　７日　２１：４０ 警戒体制

２月　８日　１４：００ 注意体制

２．気象の状況と今後の見通しについて

（１）積雪の深さの状況（2月10日9時現在）

○ 北日本では平年を上回っている所が多い。

○ 東日本と西日本では平年を下回っている所が多い。

（２）積雪の観測値（2月10日9時現在）

○関東の積雪の状況

水戸（みと）（茨城県水戸市）   9cm

宇都宮（うつのみや）（栃木県宇都宮市）   2cm

前橋（まえばし）（群馬県前橋市）  15cm

熊谷（くまがや）（埼玉県熊谷市）  19cm

銚子（ちょうし）（千葉県銚子市）   0cm

東京（とうきょう）（東京都千代田区）   8cm

横浜（よこはま）（神奈川県横浜市）   4cm

○主要都市の積雪の深さ（30cm以上）と前日差

稚内（わっかない）（北海道稚内市）  45cm (+2cm)

旭川（あさひかわ）（北海道旭川市）  72cm (+1cm)

留萌（るもい）（北海道留萌市）  76cm (0cm)

札幌（さっぽろ）（北海道札幌市）  71cm (-1cm)

網走（あばしり）（北海道網走市）  65cm (+22cm)

根室（ねむろ）（北海道根室市）  40cm (+17cm)

函館（はこだて）（北海道函館市）  38cm (+2cm)

青森（あおもり）（青森県青森市）  53cm (-1cm)

横手（よこて）（秋田県横手市） 140cm (-10cm)

湯沢（ゆざわ）（秋田県湯沢市） 107cm (-8cm)

宮古（みやこ）（岩手県宮古市）  32cm (+9cm)

石巻（いしのまき）（宮城県石巻市）  31cm (-7cm)

新庄（しんじょう）（山形県新庄市） 134cm (-13cm)

山形（やまがた）（山形県山形市）  32cm (-9cm)

若松（わかまつ）（福島県会津若松市）  62cm (-10cm)

松本（まつもと）（長野県松本市）  33cm (-13cm)

高田（たかだ）（新潟県上越市）  60cm (-7cm)
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○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

◇ 悪沢（わるさわ）（群馬県みなかみ町） 432cm （2月10日6時）

酸ケ湯（すかゆ）（青森県青森市） 353cm 平年比 115%

◆ 守門大平（すもんおおだいら）（新潟県魚沼市） 305cm （2月10日8時）

肘折（ひじおり）（山形県大蔵村） 267cm 平年比 103%

◎ 湯川（ゆかわ）（岩手県西和賀町） 258cm

◇ 旭岳（あさひだけ）（北海道東川町） 252cm

◇ 猿倉（さるくら）（長野県白馬村） 234cm

大山（だいせん）（鳥取県大山町） 223cm 平年比 186%

只見（ただみ）（福島県只見町） 170cm 平年比 98%

◇ 稲子（いなご）（宮城県七ヶ宿町） 168cm
※ 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）（2月10日9時現在）、

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、20か所）、

自治体データ（◎印、90か所）

※ 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

（３）今後の天気の見通し及び注意・警戒事項（2月10日10時現在）
○

○

○

○

３．国土交通省の対応

○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（12/20)

○情報連絡体制や防災態勢の強化等について、省内関係各局・地方支分部局等

　 に対して確認（平成25年12月25日）

  ○省内の関係部局で連絡調整会議を行い、今後の気象状況と対応について確認。（2/7)

 ○整備局等に対し、連絡体制と対応について確認する文書を発出。【防災課長事務連絡】（2/7)

○TEC-FORCE（リエゾン：情報連絡員）の派遣

・北海道開発局より函館市及び福島町へリエゾンを16名人・日派遣し、情報共有を図ると共に、

自治体からの要望等に関する調整を実施。（1/26～1/29）

・東北地方整備局より秋田県横手市へリエゾンを２名派遣し、情報共有を図ると共に、自治体

からの要望等に関する調整を実施。（1/27)

○機械の支援・災害出動等

【雪捨て場としての河川敷地の活用】

４．気象庁の対応

　　（平成25年12月25日）

16日までの天気は、北日本と、東日本や西日本の日本海側で、気圧の谷や寒気の影響により、
雪または雨の降る日がある見込み。

なお、10日は、気圧の谷や寒気の影響により、西日本の太平洋側でも、雪や雨の降るところがあ
る見込み。

気温は、平年並か平年より低い日が多く、平年よりかなり低い所もある見込み。積雪となった地
域は路面の凍結等に注意。

向こう1か月（2月8日～3月7日）の日本海側の降雪量は、北日本で平年並か平年より少なく、東
日本でほぼ平年並、西日本で平年並か多い見込み。

○市町村等から要請を受け、新たな雪捨て場の確保や面積の拡大など、これまでに、北海道や東北地
方等の直轄河川で、３３２箇所（約４５２ヘクタール）の河川敷地を雪捨て場として活用。（例年比で約１
割増）
（平成26年2月10日現在）

○中央防災会議会長の通知を受け、気象庁長官より庁内各長あて通知文書を発出

・東北地方整備局より、秋田県横手市に対して排雪作業支援としてロータリー除雪車1台を

貸与。（1/26～2/2）



５．海上保安庁の対応

  ○中央防災会議会長の通知について、管区海上保安本部へ通知文書を発出（12月20日）

○気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施。

６．政府の対応

○内閣府情報連絡室を設置（平成25年12月16日）

○西村内閣府防災担当副大臣が秋田県の現地を視察（平成26年2月6日）

７．人的被害

○死者４５名、重傷者２６２名、軽傷者３０８名（消防庁調べ　2月5日12:00時点）

８．所管施設等の状況

○海岸関係（水管理・国土保全局所管） （2月10日10:00現在）

・現時点において、被害情報無し。

○道路（2月10日7:00現在）

【高速道路】
事前通行規制：２７区間 ○印は規制中箇所

○

○

○

○

○

○

○

阪神高７号
北神戸線

箕谷～西宮山口ＪＣＴ（上下）
有馬口ＪＣＴ～柳谷(上下）

雪 2月7日(金)22:30 通行止め開始

圏央道 茅ヶ崎JCT～寒川北（上下） 雪
2月8日(土)8:50 通行止め開始（茅ヶ
崎JCT～寒川北）

中央道
八王子～諏訪（上下）

※勝沼～上野原（上）を除く
雪

2月8日(土）7:14通行止め開始（小渕
沢～諏訪）
2月8日(土）9:00通行止め開始（甲府
昭和～小渕沢）
2月8日(土）10:15通行止め開始（八王
子～甲府昭和）
2月10日(月)1:40通行止め解除（勝沼
～上野原（上））

中央道 河口湖～大月JCT（上下） 雪

2月8日（土）9:10通行止め開始（都留
～河口湖）
2月8日（土）10:15通行止め開始（大
月JCT～都留）

首都高
大黒線

生麦～大黒（上下） 雪
2月8日(土)6:15 通行止め開始（生麦
～大黒）

首都高
狩場線

狩場～本牧（上下） 雪

2月8日(土)6:15 通行止め開始（新山
下～本牧）
2月8日(土)19:25 通行止め開始（狩場
～新山下）

大分道 日田IC～湯布院IC（上下） 雪
2/6　21：00～通行止め開始
→2/7　12:10 解除

首都高
湾岸線

並木～東扇島（東西） 雪
2月8日(土)6:15 通行止め開始（並木
～東扇島）

路線名 区間名 被災状況 備考

道央道 札幌IC～美唄IC(上下) 雪
2/7　7:45～通行止め開始
→2/7　11:45 解除



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

東関東道 市川ＪＣＴ～潮来（上） 雪 2月9日(日）1:10　通行止め開始

新空港道 成田ＪＣＴ～新空港（上） 雪 2月9日(日）1:10　通行止め開始

常磐道 いわき中央～広野（上下） 雪
2月8日(土）22:10　通行止め開始（い
わき中央～広野）

京葉道路 一之江～蘇我（上下） 雪 2月8日(土）20:15　通行止め開始

千葉東金道 千葉東～東金JCT（上下） 雪 2月8日(土）16：30　通行止め開始

常磐道 水戸～いわき勿来（上下） 雪
2月8日(土）22：00　通行止め開始
（水戸～いわき勿来）

首都高
小松川線

両国～谷河内（上下） 雪 2月8日(土）16：45　通行止め開始

首都高
横羽線

みなとみらい～石川町（下） 雪 2月8日(土）19：25　通行止め開始

圏央道 つくば中央～稲敷（上下） 雪 2月8日(土）14：30　通行止め開始

圏央道 木更津東～松尾横芝（上下） 雪 2月8日(土）15：30　通行止め開始

首都高
狩場線

石川町JCT下り横羽連結路
（下）

雪 2月8日(土）14:15　通行止め開始

首都高
埼玉新都心線

与野～さいたま見沼（上下） 雪 2月8日(土）14:45　通行止め開始

小田原厚木道路 大磯～厚木西（上下） 雪
2月8日(土)11:40 通行止め開始（大磯
～厚木西）

首都高
晴海線

豊洲入口から東雲ＪＣＴ（下） 雪 2月8日(土）8:20　通行止め開始

中部横断道 双葉JCT～増穂（上下） 雪 2月8日(土)9:00 通行止め開始

東富士五湖道路 全線 雪 2月8日(土)9:10 通行止め開始

圏央道 高尾山～桶川北本（上下） 雪

2月8日(土)10:15 通行止め開始(高尾
山～あきる野）
2月8日(土）10：15　通行止め開始
（あきる野～青梅）
2月8日(土）10：30　通行止め開始
（青梅～圏央鶴ヶ島）
2月8日(土）14：45　通行止め開始
（桶川北本～圏央鶴ヶ島）

新湘南BP 全線 雪 2月8日(土)8:50 通行止め開始



○

○

【直轄国道】
事前通行規制：０区間 ○印は規制中箇所

【有料道路（公社）】
被災による通行止め：０区間 ○印は規制中箇所

【補助国道】
被災による通行止め：７区間 ○印は規制中箇所

○

○

○

○

○

○

○

【地方道】
被災による通行止め：４７区間

・茨城県１５区間（積雪）

・栃木県４区間(積雪)

・群馬県２区間（積雪）

・埼玉県１区間（積雪）

・千葉県５区間(積雪)

・東京都８区間（積雪）

・神奈川県５区間（積雪）

・山梨県４区間(積雪)

・横浜市２区間(積雪）

・相模原市１区間（積雪）

国道４０９号 千葉県袖ヶ浦市高谷～市原市牛久 雪 2月9日(日)10:30～

国道１３９号
山梨県大月市七保町上和田～北都
留群小菅村小永田

雪 2月8日(土)13:20～

国道４１０号 千葉県君津市大坂～鴨川市大川面 雪 2月8日(土)17:30～

国道４６５号 千葉県夷隅群大多喜町筒森 雪 2月8日(土)19:00～

国道３５４号 茨城県土浦市木田余 雪 2月8日(土)20:00～

国道４６５号 千葉県君津市東粟倉～君津市辻森 雪 2月8日(土)17:30～

路線名 区間名 被災状況 備考

国道４６１号
茨城県常陸太田市下高倉～常陸太
田市折橋町

雪 2月9日(日)11:00～

路線名 区間名 被災状況 備考

規制区間なし

路線名 区間名 被災状況 備考

規制区間なし

横横道 馬堀海岸～逗子（上下） 雪 2月8日(土）12:30　通行止め開始

横横道
（金沢支線）

堀口能見台～並木（上下） 雪 2月8日(土）12:30　通行止め開始



○鉄道関係　（2月10日10:00現在）
・２事業者　２路線　運転休止

○自動車関係 （2月10日10:00現在）

【バスの運休状況】

羽田空港～千葉県内
各方面

東京空港交通、京成バス、千
葉内陸バス、千葉中央バス 全部運休

成田空港～首都圏各
方面

東京空港交通、京成バス、国
際興業、東武バスウエスト他 全部運休

○関東運輸局管内

京王電鉄バス、京王
バス東、山梨交通、富
士急山梨バス、富士

急平和観光

新宿～甲府、富士五湖、飯
田、松本等中央道方面各線

全部運休

ジェイアールバス関
東、関東鉄道、京成

バス

東京～茨城県・千葉県内各方
面

全部運休

新常磐交通㈱

いわき～東京ディズニーリゾート線 一部運休 常磐自動車道（いわき勿来IC→水戸IC間）通行止め日立電鉄交通サービス㈱

東京ベイシティ交通㈱

新常磐交通㈱

いわき～東京線 一部運休 常磐自動車道（いわき勿来IC→水戸IC間）通行止めジェイアールバス関東㈱

東武バスセントラル㈱

岩手県交通㈱

秋北バス㈱

ジェイアールバス東北㈱ 盛岡～浄法寺・二戸線 通常運行

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

JR西日本 木次線 出雲横田駅～備後落合駅間 12/28 始発

ジェイアールバス東北㈱

秩父鉄道 秩父本線 影森駅～三峰口駅間 2/8 17:00

弘南バス㈱

十和田観光電鉄㈱

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

東北運輸局管内

宮城交通㈱

仙台～弘前線 通常運行

ジェイアールバス東北㈱

岩手県北自動車㈱

岩手県交通㈱

弘南バス㈱

宮城交通㈱

仙台～青森線 通常運行
ジェイアールバス東北㈱

岩手県北自動車㈱
盛岡～青森線 通常運行

弘南バス㈱

弘南バス㈱

弘前～盛岡線 通常運行

岩手県北自動車㈱

盛岡～花輪・大館線 通常運行



【トラック関係】
・現時点において、被害情報なし。

【バスターミナル・自動車道関係】

【整備事業関係】
・現時点において、被害情報なし。

○海事関係（2月10日10:00現在）
・所管施設等で被害情報なし。
・1事業者1航路で運休中。

○港湾関係（海岸保全施設含む） （2月10日10:00現在）

・現時点において、被害情報なし。

箱根観光船（株） 箱根町～湖尻桃源台 運休

新若草山自動車道(株) 新若草山線・高円山線 全線通行止め

事業者名 航路名 運航状況

芦ノ湖スカイライン(株) 芦ノ湖スカイライン 全線通行止め

箱根ターンパイク(株) TOYO TIRESターンパイク 全線通行止め

事業者名 路線名 被害状況等

伊豆箱根鉄道(株) 湯河原パークウェイ 全線通行止め

JR東海バス 名古屋～東京、新宿 一部運休 中央ライナー6号(名古屋発16:15分）

〃 盛岡～花輪・大館線 通常運行

〃 飯田～甲府線 10日全便運休

○中部運輸局管内

しずてつジャストライン 静岡～甲府 全部運休

〃 飯田～横浜線 10日全便運休

〃 飯田～立川線 10日全便運休

〃 白馬～新宿線 10日一部運休

白馬発　15：00発便まで運休、16：30
発、18：00発は運行予定
新宿発　10：20発便は関越道経由で
運行予定、15：00発便は運休、17：
00発、19：00発、23：10発は運行予
定。

信南交通 飯田～新宿線 10日全便運休

○北陸信越運輸局管内

アルピコ交通 松本～新宿線 10日一部運休 松本→新宿　2/10 4:20 4:50 5:50

〃 上諏訪～新宿線 10日一部運休

上諏訪発4：20・岡谷発5:30・6:20・
7:00・茅野発7:55・岡谷発8:10・茅野
発9:05・岡谷9:10
新宿発7:20・8:20・9:20・10:20



○ 空港関係 （2月10日10:00現在）

・空港施設等被害情報なし。

・欠航便　19便。

・ＪＡＬ　１３便

・ＡＮＡ　５便

・他　１便

○物流関係 （2月10日10:00現在）

・現時点において、被害情報なし。

○観光関係 （2月10日10:00現在）

・現時点において、被害情報なし。

○官庁施設等 （2月7日8:00現在）

・現時点において、被害情報無し。

○下水道 （2月10日10:00現在）

・現時点で、施設被害報告なし

○公園 （2月10日10:00現在）

・現時点において、被害情報無し。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　佐々木

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２

直　通：　０３－５２５３－８４６１


