
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5日   5：20 注意体制
11：00 警戒体制

近畿地方整備局 12月5日 18：00 注意体制 北陸信越運輸局 12月5日 17：15 注意体制

中国地方整備局 12月5日 10：00 注意体制 中部運輸局 12月5日 21：30 注意体制

14：20 警戒体制

12月6日 15：15 注意体制 中国運輸局 12月6日 　6：30 注意体制

15：40 体制解除 12月7日   7：00 体制解除

四国地方整備局 12月5日   5：20 注意体制 四国運輸局 12月5日 12：15 注意体制

11：00 警戒体制 12月6日 14：00 体制解除

12月6日   9：20 注意体制

15：20 体制解除

国土地理院 12月5日 11：00 注意体制

２．気象の状況と今後の見通し
（１）積雪の深さの状況（12月7日9時現在）

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

災　害　情　報

平成26年12月7日10:00現在

国土交通省

１２月５日からの大雪等にかかる被害状況について（第３報）
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（１）積雪の深さの状況（12月7日9時現在）
○北日本から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7日9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

◎ 谷峠(たにとうげ)(石川県白山市)   199cm （12月 7日 8時）

◇ 横岳(よこだけ)(岩手県奥州市)   149cm
酸ケ湯(すかゆ)(青森県青森市)   118cm 平年比　182%

◇ 荷暮(にぐれ)(福井県大野市)   106cm
白川(しらかわ)(岐阜県大野郡白川村)   105cm 平年比　955%

肘折(ひじおり)(山形県 上郡大蔵村)   103cm 平年比　343%

津南(つなん)(新潟県中魚沼郡津南町)   103cm 平年比　687%

朱鞠内(しゅまりない)(北海道雨竜郡幌加内町)    95cm 平年比　128%

八幡(やわた)(広島県山県郡北広島町)    74cm 平年比　822%

藤原(ふじわら)(群馬県利根郡みなかみ町)    71cm 平年比　592%

※ 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、20か所）、

自治体データ（◎印、162か所）

※

（３）今後の天気の見通し及び注意・警戒事項（12月7日10時現在）

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

○北日本から近畿地方にかけて、日本海側を中心に広い範囲で雪となっており、北陸地方では強く
降っている所がある。
○北日本から近畿地方にかけての日本海側では、今日(7日)夕方にかけて大雪となる所がある見込
み。なお、日本付近の強い冬型の気圧配置は、西から次第に緩む見込み。
○大雪による交通障害に警戒。なだれや着雪に注意。
○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

○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。

○リエゾン（情報連絡員）の派遣
・
・
・

○機械の支援・災害出動等　（12月7日10:00現在）

災害対策用機械の出動台数（台・日）

5 6 7

2 2

2 1

1

1 1

1 1

7 5 0

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．所管施設等の状況

○道路（12月7日10:00現在）

【高速道路】 ○印は規制中箇所

被災による通行止め：なし
※積雪による通行止め：０路線（区間）
※積雪による通行止め解除 ２区間

　  　  月日

機械名
合計

除雪トラック 4

除雪グレーダ 3

ロータリ除雪車 1

小型除雪車 2

照明車 2

自治体支援（徳島県つるぎ町、東みよし町）のため各2名派遣(12/7～)。
自治体支援（徳島県三好市）のため2名派遣(12/5、12/7～)。

12

合計 12

徳島県つるぎ町からの要請により、凍結防止材１００袋を支援予定。
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※積雪による通行止め解除：２区間
道路名：徳島自動車道
区間名：井川池田IC～川之江東JCT［12/5 3:20～12/6 14:00解除］
道路名：松山自動車道
区間名：宇和島北ＩＣ～西予宇和ＩＣ［12/6 3:10～12/6 13:45解除］

【直轄国道】 ○印は規制中箇所

被災による通行止め：なし
※積雪による通行止め：０区間
※積雪による通行止め解除：４区間

道路名：国道54号
 区間名：広島県三次市布野町下布野～島根県飯石郡飯南町上赤名［12/5 12:20～12/6 6:30］

状　況：立ち往生車両はなし
道路名：国道192号
区間名：愛媛県四国中央市金田町～徳島県三好市池田町［12/5 5:20～12/6 7:30］
状　況：立ち往生車両はなし
道路名：松山自動車道（新直轄）
区間名：西予宇和ＩＣ～大洲北只ＩＣ［12/6 3:10～15:20解除］
状　況：降雪のため接続する松山自動車道と合わせ通行止め
道路名：国道56号（大洲道路）
区間名：大洲南IC～大洲北只IC［12/6 3:10～13:45解除］
状　況：降雪のため接続する松山自動車道と合わせ通行止め
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【補助国道】 ○印は規制中箇所

被災による通行止め：２区間

○

○

※積雪による通行止め：２区間
○ 道路名：国道439号

区間名：徳島県三好市東祖谷樫尾～高知県長岡郡大豊町沖［12/5 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193号
区間名：徳島県那賀郡那賀町沢谷［12/5 17:00～継続中］
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】（２３区間）
12月6日 7:30 12月7日 7:30

（計２３区間） （計２５区間）

島根県 ４区間（倒木） → 島根県 ７区間（倒木）

広島県 １区間（倒木）

徳島県 ９区間（倒木５、法面崩壊、積雪３） → 徳島県 ８区間（倒木４、法面崩壊、積雪３）

香川県 １区間（積雪） → 香川県 ０区間

愛媛県 ５区間（積雪） → 愛媛県 ６区間（積雪）

高知県 ４区間（積雪） → 高知県 ３区間（積雪）

※孤立あり（３地区）
【状況：徳島県東みよし町】

①日時：平成２６年１２月５日１９時～

路線名 区間名 被災状況 備考

国道191号 広島県
ヒロシマケン

安芸太田
アキオオタ

町
マチ

梶
カジ

の木
キ

倒木
12/6 6:30～継続中
人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道438号 徳島県
トクシマケン

名西郡
ミョウザイグン

神山町
カミヤマチョウ

上
カミ

分
ブン

倒木
12/6 8:00～継続中
人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
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①日時：平成２６年１２月５日１９時

②場所：徳島県東みよし町奥村地区、藤島地区

（一）小谷西端山線、（主）三加茂東祖谷山線、町道大藤線ほか

③人的・物損被害：なし

④孤立：あり（５０世帯７５名）

⑤原因：積雪による倒木

⑥ライフライン：停電

⑦その他：

･孤立地区と連絡は取れている。

・６日８時から町にて復旧作業着手（７日は７時頃から復旧作業再開）

・６日、孤立解消に向け自衛隊に災害派遣要請

・７日朝に四国地方整備局からリエゾン派遣

【状況：徳島県つるぎ町】

①日時：平成２６年１２月５日２１時～

②場所：徳島県つるぎ町半田八千代　（町）惣谷井川線外４路線

③人的・物損被害：なし

④孤立集落：約２００世帯４００人

⑤原因：積雪による倒木等

⑥ライフライン：停電

⑦その他：

・孤立地区と連絡は取れている。（つるぎ町に電話で聞き取り）

・徒歩の通行は可能。緊急時は役場の四輪駆動車で対応予定

（つるぎ町に電話で聞き取り）

・６日７時から町にて復旧作業着手（７日は７時頃から復旧作業再開）

・６日、孤立解消に向け自衛隊に災害派遣要請

・７日朝に四国地方整備局からリエゾン派遣し、つるぎ町の支援要請より凍結防止剤約１００袋提供

【状況：徳島県三好市】

※徳島県三好市に ５２１世帯９８４名が孤立しているとの報道情報があり（詳細確認中）※徳島県三好市に、５２１世帯９８４名が孤立しているとの報道情報があり（詳細確認中）

・７日朝に四国地方整備局からリエゾン派遣

3 / 5



【状況：島根県益田市】

①日時：１２月５日１６:３０～

②場所：島根県益田市匹見町（ますだし ひきみちょう しそ）（一）匹見左鐙線

③人的・物損被害：なし

④孤立：あり（１世帯１名）

⑤原因：積雪による倒木

⑥ライフライン：確保（連絡は取れている）

⑦その他： ・６日５時から復旧作業着手

・６日１６時１３分孤立解消

○鉄道関係（12月7日 10:00現在）
2事業者　3路線　　運転休止

○自動車関係（12月7日10:00現在）

【バス関係】

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考

中国運輸局管内

広交観光 広島～高知 通常運行

倒竹（川平駅～川戸駅間）
倒木、落石（川戸駅～田津駅
間）
倒木、倒竹（田津駅～鹿賀駅
間）
倒木（鹿賀駅～石見川本駅
間）

ＪＲ東日本
飯山線 越後川口駅～森宮野原駅間 12/7 9:38 倒木

只見線 小出駅～只見駅間 12/7 6:22

ＪＲ西日本 三江線 江津駅～浜原駅間 12/5 11:22

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
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【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

○海事関係（12月7日10:00現在）

・所管施設等で被害情報なし。

・3事業者3航路で運休中。

シィライン(株) 青森～佐井 一部運休

今治市 岡村～今治 運休

とさでん交通 高知～広島 通常運行

事業者名 航路名 運航状況

酒田市 酒田～勝浦 運休

ＪＲ四国バス・とさでん
交通・四国高速バス

高知～高松 通常運行

ＪＲ四国バス・とさでん
交通・伊予鉄道

高知～松山 通常運行

ＪＲ四国バス・徳島バ
ス

徳島～松山 通常運行

中国バス 府中・福山～高知 通常運行

四国運輸局管内

ＪＲ四国バス・とさでん
交通

高知～岡山 通常運行

広交観光 広島 高知 通常運行
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○航空関係（12月7日10:00現在）

・空港施設等被害情報なし。

  ・欠航便19便（ＪＡＬ4便、ＡＮＡ8便、他7便）

○河川、管理ダム、雪崩関係、水管理･国土保全局所管の海岸保全施設

港湾関係（海岸保全施設を含む）、物流関係、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7日10:00現在）

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

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２
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