
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17日 18：30 注意体制

1月17日 19：15 警戒体制

北海道開発局 1月18日 16：00 注意体制 北海道運輸局 1月18日 13：00 注意体制

1月18日 18：50 警戒体制

東北地方整備局 1月18日 7：37 注意体制 東北運輸局 1月18日 15：00 注意体制

関東地方整備局 1月17日 18：30 注意体制 関東運輸局 1月17日 18：30 注意体制

1月17日 19：15 警戒体制

1月18日 18：00 注意体制

1月19日 14：30 体制解除

北陸地方整備局 1月19日 1：10 注意体制 北陸信越運輸局 1月18日 6：00 注意体制

中部運輸局 1月18日 6：30 注意体制

近畿運輸局 1月18日 18：45 注意体制

中国地方整備局 1月18日 11：16 注意体制 中国運輸局 1月18日 16：00 注意体制

四国地方整備局 1月19日 13：00 警戒体制 四国運輸局 1月18日 19：45 注意体制

九州地方整備局 1月18日 16：50 注意体制 九州運輸局 1月18日 16：20 注意体制

国土地理院 1月17日 18：30 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・警戒事項（1月19日15時現在）

【気象概況】

【今後の天気の見通し及び注意・警戒事項】

（２）積雪の観測値（1月19日14時現在）

○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

 酸ケ湯(すかゆ)(青森県青森市)  228cm 平年比 96%
◇  春香山(はるかやま)(北海道札幌市)  207cm

 肘折(ひじおり)(山形県大蔵村)  202cm 平年比 107%
◇  網張(あみはり)(岩手県雫石町)  161cm
◇  猿倉(さるくら)(長野県白馬村)  160cm
◆  守門大平(すもんおおだいら)(新潟県魚沼市)  132cm

 湯の岱(ゆのたい)(秋田県湯沢市)  118cm 平年比 157%

災　害　情　報
平成28年1月19日15:00現在

国土交通省

１月１７日からの大雪等にかかる被害・対応状況について（第４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。

○1月17日夜から18日にかけて、低気圧が発達しながら日本の南を東北東に進み、18日夜には日本の東海上に達し
た。
  この低気圧の影響で、栃木県土呂部45センチ、群馬県草津45センチ、山梨県河口湖40センチなど、関東甲信地方
を中心に大雪と なった所があった。また、東京都千代田区で6センチ、神奈川県横浜で5センチの降雪となった。

○発達した低気圧が今夜（19日夜）、北海道の東に進み、日本付近は、明日20日にかけて強い冬型の気圧配置が続
く見込み。
○今日19日14時までの24時間に降った降雪量（多い所）は、青森県酸ケ湯65センチ、広島県高野65センチ、北海道
日高地方目黒63センチなどとなっている。

○北海道では明日20日にかけて湿った雪が降り、大雪となるところがある見込み。また、明日20日にかけて、西日本
から北日本の日本海側の山沿いを中心に大雪となり、西日本から東海地方の太平洋側の平地でも日本海側の雪雲
が流れ込んで、積雪となるところがある見込み。
    明日20日06時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで、北海道や北陸地方で100～120セン
チ、東海地方や東北地方で60～80センチなどとなっている。
○北日本と、西日本から東日本の日本海側を中心に、明日20日にかけて非常に強い風が吹き、雪を伴って猛ふぶき
となり、海は大しけとなる見込み。
    明日20日までに予想される最大風速（最大瞬間風速）は、北海道地方や北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地
方で25～28メートル（35～40メートル）、予想される波の高さは、北日本で9メートルなどとなっている。
○大雪や猛ふぶきに伴う交通障害、暴風、高波に警戒。なだれや着雪に注意。北海道地方の東部では、高潮にも警
戒。
○各地の気象台が発表する最新の警報等気象情報に留意。
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◇  矢種(水機構)(やだね)(群馬県みなかみ町)  112cm (01月19日13時)
 駒ノ湯(こまのゆ)(宮城県栗原市)  104cm 平年比 155%
 高野(たかの)(広島県庄原市)  71cm 平年比 192%

※ 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、21か所）、

自治体データ（◎印、162か所）

※

（３）風の観測値

○最大風速（1月17日から1月19日14時）

北海道 えりも岬 35.9m/s (北東) 19日 1時54分

宮城県 江ノ島 27.6m/s (北北東) 18日19時14分

高知県 室戸岬 25.5m/s (西北西) 18日22時01分

北海道 宗谷岬 24.5m/s (東北東) 19日 5時42分

山形県 飛島 22.8m/s (西) 19日 3時18分

○最大瞬間風速（1月17日から1月19日14時）

北海道 えりも岬 45.1m/s (北東) 19日 1時48分

宮城県 江ノ島 35.4m/s (北北東) 18日19時26分

山形県 小国 34.9m/s (南西) 19日 3時49分

東京都 八丈島 34.2m/s (西) 19日 3時28分

北海道 根室 33.3m/s (北東) 19日11時54分

愛媛県 宇和島 33.3m/s (西北西) 18日23時17分

（４）波浪の状況（1月17日から1月19日14時）
・主な波浪最高値

（波浪観測値）

【気象庁所管】

宮城県 唐桑 6.7m 18日 23時00分

【国土交通省港湾局所管】

岩手県 久慈港 9.4m 19日 04時00分

青森県 むつ小川原港 9.2m 19日 07時00分
青森県 八戸港 9.0m 19日 05時00分
石川県 金沢港 7.2m 19日 13時40分
岩手県 釜石港 7.2m 18日 21時40分
福井県 福井港 7.1m 19日 06時00分
北海道 十勝港 6.6m 19日 13時40分
茨城県 鹿島港 6.5m 18日 11時00分
福島県 小名浜港 6.3m 18日 14時20分
茨城県 茨城港常陸那珂 6.1m 18日 13時00分
GPS波浪計 岩手北部沖 11.1ｍ 19日 02時20分
GPS波浪計 青森東岸沖 10.7m 19日 05時40分
GPS波浪計 岩手中部沖 10.5m 19日 01時20分
GPS波浪計 宮城北部沖 10.3m 18日 21時20分
GPS波浪計 岩手南部沖 9.9m 18日 21時20分
GPS波浪計 宮城中部沖 9.2m 18日 19時00分
GPS波浪計 福島県沖 8.3m 18日 14時00分
GPS波浪計 山形県沖 6.3m 19日 13時40分

（５）潮位の状況（1月17日から1月19日14時）
・主な最高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)

【国土交通省港湾局所管】
北海道 根室 標高 1.2m 19日10時46分

３．国土交通省の対応

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（1/15 13:00）

○大雪に対する国土交通省緊急発表（1/17 16:00）

○リエゾン（情報連絡員）の派遣
・

・

４．気象庁の対応

関東地方整備局より山梨県庁へ、2名派遣(1/17～18)。

北海道開発局より根室市へ２名、興部町へ３名、雄武町へ３名、別海町へ２名、標津町へ２名、中標津町へ２名、羅
臼町へ２名、斜里町へ３名、えりも町へ２名、釧路総合振興局へ２名、オホーツク総合振興局へ２名派遣(1/19)。

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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５．海上保安庁の対応

６．所管施設等の状況

○管理ダム

田瀬ダム（直轄：北上川水系猿ヶ石川）

○道路

１．高速道路、直轄国道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

○ 道路名：中央自動車道富士吉田線

区間名：大月JCT～河口湖IC上下線［1/18 6:00～継続中］

○ 道路名：中国自動車道

区間名：戸河内IC～六日市IC　上下線[1/18　21:40～継続中]

○ 道路名：九州自動車道

区間名：八代JCT～人吉IC　上下線[1/19　0:00～継続中]

○ 道路名：松山自動車道

区間名：伊予IC～大洲IC　上下線[1/19　1:20～継続中]

※解除済み

道路名：中央自動車道

区間名：上野原IC～勝沼IC 上下線［1/18 6:00～1/19 16:00］

区間名：相模湖IC～上野原IC 下り線[1/19 3:30～1/19 16:00]

道路名：中部横断自動車道

区間名：双葉JCT～増穂IC下り線［1/18 2:40～1/19 12:40］

区間名：増穂IC～双葉JCT上り線［1/18 4:30～1/19 12:40］

道路名：高速埼玉新都心線

区間名：さいたま見沼入口～新都心西出口　上り線　[1/18　3:00～1/19 13:55]

区間名：新都心西入口～さいたま見沼出口　下り線[1/18　3:45～1/19 12:20]

道路名：高速埼玉大宮線

区間名：新都心西入口～与野　上り線[1/18　3:00～1/19 13:55]

区間名：与野～新都心西出口　下り線[1/18　3:45～1/19 12:20]

区間名：浦和南～与野　下り線[1/18　5:08～1/19 12:20]

区間名：与野～浦和南　上り線[1/18　5:35～1/19 12:20]

道路名：東富士五湖道路

区間名：富士吉田IC～須走IC上下線［1/18 6:00～1/19 16:00］

（２）公社有料

被災による通行止め：なし

○気象警報等に留意の上、情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ即応体制を維持。

○航行の障害となる海上漂流物の存在、航路標識の一時的な消灯及び倒壊等を認めた場合は、必要に応じて航行警報を発
出し、航行船舶に対して情報提供を実施。

○港の条件等及び低気圧の発達に応じて、港外避難等の準備作業や実施などの勧告を順次発出しており、港外避難し錨泊
している船舶等に対し、走錨監視や情報提供を実施。

商用電源の断線に伴い、非常用発電設備により電源供給中（ダムへのアクセスに支障は無く、非常用発電設
備への燃料補給は随時可能）

○気象庁では、暴風雪と高波及び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。

※雪による通行止め：４路線

※雪による通行止め：なし
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（３）直轄国道

被災による通行止め：なし

○ 道路名：国道236号

区間名：北海道広尾郡広尾町上トヨイ基線～浦河郡浦河町上杵臼 ［1/18 18:30～継続中］

○ 道路名：国道336号

区間名：北海道幌泉郡えりも町庶野～広尾郡広尾町音調津 ［1/18 21:00～継続中］

区間名：北海道様似郡様似町大通～北海道幌泉郡えりも町笛舞 ［1/19 13:00～継続中］

区間名：北海道広尾町音調津～広尾町ツチウシ ［1/19 14:00～継続中］

○ 道路名：国道241号

区間名：北海道川上郡弟子屈町字奥春別～釧路市阿寒町オクルシベ ［1/19 0:00～継続中］

○ 道路名：帯広広尾自動車道

区間名：芽室帯広IC～忠類大樹IC ［1/19 1:00～継続中］

○ 道路名：国道36号

区間名：北海道登別市幸町2丁目～北海道登別市幌別町2丁目 ［1/19 8:15～継続中］

○ 道路名：国道244号

区間名：北海道斜里郡斜里町字越川～標津郡標津町字金山 ［1/19 8:30～継続中］

○ 道路名：国道278号

区間名：北海道函館市銚子町～函館市木直町 ［1/19 9:40～継続中］

○ 道路名：国道39号

区間名：北海道上川町層雲峡大学平～北見市留辺蘂町富士見 ［1/19 12:30～継続中］

○ 道路名：国道334号

区間名：北海道斜里町ウトロ西～斜里町光陽町 ［1/19 13:00～継続中］

○ 道路名：国道333号

区間名：北海道上川町字上越～遠軽町奥白滝 ［1/19 15:00～継続中］

○ 道路名：中国横断道松江線

区間名：三次東JCT・IC～雲南吉田IC ［1/19 10:00～継続中］

○ 道路名：国道33号

区間名：愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神～伊予郡砥部町千足 ［1/19 12:30～継続中］

※解除済み

道路名：国道274号

区間名：北海道沙流郡日高町千栄大颱橋～上川郡清水町石山 ［1/18 18:50～1/19 13:30］

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

被災による通行止：４区間

○

○

○

○

○ 道路名：国道394号

区間名：青森県青森市城ヶ倉～青森県黒石市沖揚平［1/18 10:30～継続中］

区間名：青森県十和田市谷地～青森県青森市八甲田温泉［1/18 14:00～継続中］

○ 道路名：国道399号

区間名：福島県いわき市小川町上小川字内倉～福島県双葉郡川内村大字下川内字バク［1/18 8:00～継続中］

※雪等による通行止め：１２路線（１４区間）

路線名 区間名 被災状況 備考

国道340号
岩手県岩泉町大川～
イワテケンイワイズミチョウオオカワ

岩手県
イワテケン

宮古市
ミヤコシ

和井内
ワイナイ

雪崩
・通行止め開始：１月１８日　１８：３０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道343号
岩手県
イワテケン

奥州市
オウシュウシ

水沢区
ミズサワク

黒石
クロイシ

～岩手県
イワテケン

一関市東山町田河津
イチノセキシヒガシヤマチョウタコウヅ

倒木
・通行止め開始：１月１８日　２０：１５～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道340号
岩手県
イワテケン

岩泉町浅内下川代
イワイズミチョウアサナイシモカワダイ

～岩手県
イワテケン

岩泉町上糸坪
イワイズミチョウカミイトツボ

倒木
・通行止め開始：１月１９日　７：００～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道283号
岩手県
イワテケン

遠野市
トオノシ

宮守
ミヤモリ

町
マチ

下
シモ

鱒沢
マスザワ

～岩手
イワテ

県
ケン

遠野市
トオノシ

宮守
ミヤモリ

町
マチ

下宮
シモミヤ

守
モリ

倒木
・通行止め開始：１月１９日　１０：４０～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※「○」は通行止め中

※雪等による通行止め：１１路線（１３区間）
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○ 道路名：国道283号

区間名：岩手県釜石市甲子町～岩手県遠野市上郷町［1/18 17:00～継続中］

○ 道路名：国道340号

区間名：岩手県遠野市土淵町栃内第一地割～宮古市小国第1地割［1/18 20:00～継続中］

○ 道路名：国道343号

区間名：岩手県一関市大東町［1/18 21:10～継続中］

○ 道路名：国道411号

区間名：山梨県北都留郡丹波山村字奥秋～山梨県甲州市塩山上萩原字裂石　[1/18　10:00～継続中］

○ 道路名：国道221号

区間名：熊本県人吉市大畑町～県境（加久藤峠）［1/19 2:00～継続中］

区間名：宮崎県えびの市小田～宮崎県えびの市末永［1/19 8:50～継続中］

○ 道路名：国道211号

区間名：福岡県嘉麻市桑野～福岡県朝倉郡東峰村小石原［1/19 4:45～継続中］

○ 道路名：国道322号

区間名：福岡県嘉麻市泉河内～福岡県朝倉市秋月野鳥［1/19 5:40～継続中］

○ 道路名：国道504号

区間名：鹿児島県さつま町泊野地内堀切峠［1/19 6:00～継続中］

○ 道路名：国道440号

区間名：愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神～愛媛県松山市久谷町［1/19 13:00～継続中］

（２）都道府県・政令市道

１月１９日　０６：００ １月１９日　１５：００

（計３３区間） （計３７区間）

・青森県　　　１区間（降雪１） → ・青森県　　  ４区間（倒木４）

→ ・岩手県　　１１区間（降雪５、倒木６）

・秋田県　　  １区間（降雪１） → ・秋田県　　  １区間（降雪１）

・山形県　　  １区間（降雪１） → ・山形県　　  １区間（降雪１）

→ ・福島県　　　１区間（土砂崩れ１）

・栃木県　　　２区間（降雪２） → ・栃木県　　　２区間（降雪２）

→ ・山梨県　　  ５区間（降雪１、倒木４）

・相模原市 　１区間（倒木１） → ・相模原市 　０区間

・静岡県　  　７区間（降雪７） → ・静岡県　  　７区間（降雪７）

・福岡県　　　１区間（降雪１） ・福岡県　　　４区間（降雪４）

・熊本県　　　１区間（降雪１）

○鉄道
（施設被害）

なし

（運行状況）

・新幹線の状況

　運転休止線区なし

・在来線の状況

  ４　事業者　１６　路線　運転休止

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北海道 根室線 富良野～新得 1/18 22:17

ＪＲ北海道 根室線 新得～根室 1/18 22:05

ＪＲ北海道 釧網線 釧路～網走 1/18 22:15

ＪＲ北海道 石北線 上川～網走 1/19 始発

JR北海道 宗谷線 名寄～稚内 1/19 14:06

JR東日本 青梅線 青梅～奥多摩 1/18 5:48

JR東日本 八戸線 鮫～久慈 1/19 始発 1/19 9:00

JR東日本 内房線 佐貫町～館山 1/19 始発 1/19 6:13

JR東日本 信越線 柿崎～柏崎 1/19 始発

JR東日本 奥羽線 新庄～院内 1/19 14:30

JR東日本 陸羽東線 鳴子温泉～新庄 1/19 14:03

・山梨県　　  ５区間（降雪１、倒木４）

・福島県　　　１区間（土砂崩れ１）

・岩手県　　１３区間（降雪６、倒木７）

5 / 13 ページ



○自動車関係
・バス関係

　高速バスが64路線で運休又は一部運休中

JR東日本 釜石線 全線 1/19 8:25

JR西日本 山陰線 出雲市～太田市 1/18 20:54

JR西日本 山陰線 滝部～小串 1/19 6:17

JR西日本 芸備線 東城～備後落合 1/19 始発

JR西日本 芸備線 備後落合～三次 1/19 始発

JR西日本 木次線 出雲横田～備後落合 1/19 始発

JR西日本 三江線 石見川本～浜原 1/19 14:14

JR西日本 北陸線 芦原温泉～松任 1/19 始発

ＪＲ西日本 七尾線 津幡～七尾 1/19 5:27 1/19 10:37

ＪＲ西日本 大糸線 南小谷～糸魚川 1/19 始発

JR四国 本四備讃線 児島～宇多津 1/19 始発

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考

斜里バス 札幌～知床 運休

北海道中央バス　他 札幌～北見・網走 運休

北海道中央バス　他 札幌～遠軽 運休

北海道中央バス　他 札幌～紋別 運休

阿寒バス　他 旭川～釧路 運休

阿寒バス　他 釧路～北見 運休

根室交通　他 札幌～根室 運休

根室交通　他 釧路～根室 運休

道北バス　他 旭川～枝幸 運休

道北バス　他 旭川～北見 運休

道北バス 旭川～紋別 運休

道北バス　他 旭川～遠軽 運休

道北バス　他 旭川～釧路 運休

弘南バス 弘前～仙台 通常運行

弘南バス 青森～仙台 通常運行

南部バス 八戸～仙台 通常運行

南部バス 青森・弘前～新宿・TDL 運休

南部バス 三沢・八戸・盛岡～新宿・TDL 運休

南部バス 八戸・盛岡～新宿・川崎 運休

岩手県交通 盛岡～仙台 通常運行

岩手県交通 花巻～仙台 通常運行

岩手県交通 江刺～仙台 通常運行

岩手県交通 大船渡～仙台 通常運行

岩手県交通 釜石～仙台 通常運行

岩手県北自動車 盛岡～仙台 通常運行

岩手県北自動車 仙台空港～安比高原 一部運休

JRバス東北 新宿～郡山・福島 通常運行

JRバス東北 新宿～仙台 通常運行

JRバス東北 仙台～いわき 通常運行

JRバス東北 仙台～青森 通常運行

JRバス東北 仙台～弘前 通常運行
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JRバス東北 仙台～秋田 通常運行

JRバス東北 仙台～古川 通常運行

JRバス東北 仙台～福島 通常運行

JRバス東北 仙台～横手・湯沢・大曲 通常運行

JRバス東北 仙台～会津 通常運行

JRバス東北 仙台～盛岡 通常運行

JRバス東北 仙台～八戸 通常運行

JRバス東北 仙台～米沢 通常運行

JRバス東北 仙台～水沢・江刺 通常運行

JRバス東北 仙台～鹿角・大館 通常運行

JRバス東北 仙台～北上・花巻 通常運行

JRバス東北 仙台～新潟 通常運行

宮城交通 仙台～秋田 通常運行

宮城交通 仙台～酒田 一部運休

宮城交通 仙台～青森 通常運行

宮城交通 仙台～弘前 通常運行

宮城交通 仙台～新宿 通常運行

宮城交通 仙台～大船渡 通常運行

宮城交通 仙台～盛岡 通常運行

宮城交通 仙台～福島 通常運行

宮城交通 仙台～郡山 通常運行

宮城交通 仙台～南三陸 通常運行

宮城交通 仙台～本荘 通常運行

宮城交通 仙台～水戸 通常運行

宮城交通 仙台～釜石 通常運行

ミヤコーバス 仙台～気仙沼 通常運行

ミヤコーバス 仙台～気仙沼 通常運行

ミヤコーバス 仙台～石巻 通常運行

ミヤコーバス 仙台～古川 通常運行

ミヤコーバス 仙台～加美 通常運行

ミヤコーバス 仙台～鳴子 通常運行

ミヤコーバス 仙台～蔵王 一部運休

ミヤコーバス 仙台～佐沼 通常運行

秋田中央交通 仙台～秋田 通常運行

秋北バス 仙台～大館 運休

秋北バス 能代～池袋 通常運行

羽後交通 湯沢・大曲～仙台 通常運行

羽後交通 本荘～仙台 通常運行

山交バス 山形～仙台 通常運行

山交バス 上山～仙台 通常運行

山交バス 新庄～仙台 通常運行

山交バス 寒河江～仙台 通常運行
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山交バス 仙台～酒田 一部運休

山交バス 米沢～仙台 通常運行

山交バス 仙台～山形蔵王 通常運行

庄内交通 酒田～仙台 一部運休

庄内交通 本荘～仙台 通常運行

福島交通 郡山～新宿 通常運行

福島交通 福島～新宿 通常運行

福島交通 郡山～新越谷 通常運行

福島交通 福島～いわき 通常運行

福島交通 福島～仙台 通常運行

福島交通 須賀川・郡山～仙台 通常運行

福島交通 郡山～いわき 通常運行

福島交通 郡山～若松 通常運行

福島交通 相馬～福島 通常運行

福島交通 南相馬～福島 通常運行

福島交通 郡山～名古屋 運休

福島交通 福島・郡山～成田空港 通常運行

会津乗合自動車 会津若松～新宿 通常運行

会津乗合自動車 会津若松～いわき 通常運行

会津乗合自動車 仙台～会津若松 一部運休

新常磐交通 いわき～会津若松 通常運行

新常磐交通 いわき～仙台 通常運行

新常磐交通 いわき～福島 通常運行

新常磐交通 いわき～福島空港 通常運行

JRバス関東 新宿～郡山・福島 通常運行

JRバス関東 新宿～会津 通常運行

さくら観光 会津若松～東京 通常運行

さくら観光 市川・東京・新宿～白河 通常運行

さくら観光 市川・東京・新宿～須賀川 通常運行

さくら観光 市川・東京・新宿～郡山 通常運行

さくら観光 市川・東京・新宿～福島 通常運行

さくら観光 東京～須賀川 通常運行

さくら観光 東京～郡山 通常運行

さくら観光 東京～田村船引 通常運行

WILLER EXPRESS 関東～山形 通常運行

WILLER EXPRESS 関東～仙台 通常運行

WILLER EXPRESS 関東～青森・八戸 通常運行

京王バス東ほか 新宿～富士五湖 運休

京王バスほか 新宿～甲府 運休

京王電鉄バスほか 新宿～伊那・飯田 運休

京王バス南ほか 立川～飯田線 運休

京王バス東ほか 新宿～諏訪・岡谷・茅野 運休
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京王電鉄バスほか 新宿～松本 運休

京王バス東ほか 渋谷～河口湖 運休

京王バス東ほか 新宿～名古屋 運休

京王バス東ほか 新宿～木曽福島 運休

ＪＲバス関東ほか 新宿～多治見・可児 運休

ＪＲバス関東ほか 東京・新宿～名古屋 一部運休

京浜急行バスほか 羽田空港～富士山駅 運休

西武バスほか 新宿・池袋～金沢 一部運休

西武バスほか 大宮・川越・池袋～河口湖 一部運休

新潟交通(株)・越後交通
(株)

新潟～池袋線 通常運行

新潟交通(株) 新潟・長岡～大宮・新宿 通常運行

越後交通(株)・頸城自動車
㈱

上越～池袋・新宿線 通常運行

WILLER EXPRESS北信越
㈱

新潟・三条・長岡～新宿・川崎・TDL線 通常運行

WILLER EXPRESS北信越
㈱

長野～関東線 通常運行

アルピコ交通（株） 松本～新宿線 一部運休

アルピコ交通（株） 松本～名古屋線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野・松本～大阪線 通常運行

アルピコ交通（株） 白馬～東京・成田・横浜線 一部運休

アルピコ交通（株） 長野～新宿線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～名古屋線 通常運行

アルピコ交通（株） 長野～松本線 通常運行

アルピコ交通・伊那バス・信南交通
長野～飯田線
（みすずハイウェイバス）

運休

長電バス（株） 長野～池袋線 通常運行

千曲バス(株) 上田･佐久･小諸･軽井沢～立川線 通常運行

千曲バス(株) 臼田･佐久･小諸･軽井沢･上田･別所～池袋･新宿線 通常運行

千曲バス(株) 軽井沢･佐久･小諸･東御･上田～京都･大阪線 通常運行

ジェイアールバス関東（株） 佐久・小諸～新宿線 通常運行

伊那バス(株) 伊那・駒ヶ根・飯田～横浜線 運休

伊那バス(株) 飯田・伊那～立川線 運休

伊那バス(株) 伊那・飯田～新宿線 運休

トラビスジャパン(株) 長野～新宿線 一部運休

トラビスジャパン(株) 長野～大阪線 通常運行

昌栄交通(株) 長野～東京線 通常運行

富山地方鉄道(株) 富山～池袋・新宿線 通常運行

加越能バス(株) 氷見・高岡・砺波～池袋・新宿 通常運行

名鉄バス(株) 名鉄ＢＣ～新宿駅西口 一部運休

名鉄バス(株) 名鉄ＢＣ～善光寺大門 通常運行

名鉄バス(株) 名鉄ＢＣ～松本ＢＴ 通常運行

しずてつジャストライン(株) 静岡駅前～竜王 通常運行

ジェイアール東海バス(株) 名古屋駅～東京駅 通常運行

ジェイアール東海バス(株) 名古屋駅～竜王駅 通常運行
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・自動車道：６路線で通行止

○海事関係

・運航状況　８０事業者９４航路で運休中。８事業者８航路で運航再開。

ジェイアール東海バス(株) 名古屋駅～新宿駅・東京駅 一部運休

東濃鉄道(株) 可児車庫～新宿駅 運休

富士急シティバス(株) 三島駅南口～河口湖駅 通常運行

富士急シティバス(株) 富士急沼津営業所～東京駅 通常運行

名鉄バス(株)
※他社運行

名鉄ＢＣ～大分新川 通常運行

名鉄バス(株) 名鉄ＢＣ～郡山駅前 運休

名鉄バス(株) 名鉄ＢＣ～仙台駅前 通常運行

濃飛乗合自動車(株) 高山濃飛ＢＣ～新宿駅西口 通常運行

阪急バス(株) 大阪～松本 運休

西日本ジェイアールバス
(株)

大阪～東京 一部運休

西日本ジェイアールバス
(株)

大阪～長野 運休

西日本ジェイアールバス
(株)

出雲～京都 一部運休

近鉄バス(株) 甲府～京都・大阪 運休

伊予鉄道 愛媛～東京 一部運休

中国ＪＲバス・一畑バス 出雲・松江～京都 通常運行

大分バス㈱ほか 大分～名古屋 一部運休

西日本鉄道㈱ほか 福岡～宮崎 運休

西日本鉄道㈱ほか 福岡～鹿児島 運休

宮崎交通㈱ほか 新八代～宮崎 運休

西日本鉄道㈱ほか 福岡～延岡 運休

九州産交バス㈱ほか 熊本～鹿児島 運休

長崎県交通局ほか 長崎～鹿児島 運休

長崎県交通局ほか 長崎～宮崎 運休

宮崎交通㈱ほか 熊本～宮﨑 運休

事業者名 路線名 被害状況

箱根ターンパイク㈱ MAZDAターンパイク箱根 通行止め

芦ノ湖スカイライン㈱ 芦ノ湖スカイライン 通行止め

伊豆箱根鉄道株式会社 湯河原パークウェイ 通行止め

(株)白糸ハイランドウェイ 白糸ハイランドウェイ 通行止め

静岡県道路公社 箱根スカイライン 通行止め

岩崎産業㈱ 久住高原ロードパーク 通行止め

羽幌沿海フェリー 羽幌～天売 運休

シィライン 青森～佐井 運休

運休稚内～利礼

運休江差～奥尻島
ハートランドフェリー

被害状況運航状況航路名事業者名

運休函館～大間津軽海峡フェリー

運航再開函館～青森北日本海運
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女川汽船 女川～江島 一部運休

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運休

川崎近海汽船 八戸～苫小牧 運休

佐渡汽船 新潟～両津 運休

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

東海汽船

東京～八丈島 運休

東京～大島～神津島 運休

熱海～大島 運休

鳥羽市 鳥羽～神島 運航再開

志摩マリンレジャー 和具～賢島 運航再開

伊勢湾フェリー 鳥羽～伊良湖 運休

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運休

太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休

紀の松島観光 勝浦周遊 運航再開

新日本海フェリー
舞鶴～敦賀～新潟～秋田
～小樽～苫小牧

運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休

大阪市（港湾局） 木津川渡 運休

大阪市（建設局）

天保山渡 運休

千歳渡 運休

船町渡 運休

琵琶湖汽船
湖上ドライブ 運休

湖東（B、C) 運休

丹後海陸交通
伊根湾内（宮津～天橋立
～一宮）

運休

隠岐汽船 隠岐島～七類・境 運休

上関町 八島～上関 運休

萩海運 見島～萩 運休

牛島海運 牛島～室積 運休

上関航運 祝島～柳井 運休

野島海運 野島～三田尻 運休

島前町村組合 来居～別府 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休

防予フェリー 柳井～松山 運休

周防大島松山フェリー 柳井～伊保田～松山 運休

周防大島町
久賀～前島 運航再開

情島～伊保田 運休

大津島巡航 大津島～徳山 運休

熊南総合事務組合
馬島～麻里府・佐合島～
佐賀

運休

周防灘フェリー 徳山～竹田津 運航再開

瀬戸内海汽船 宇品～松山 運休

平郡航路 平郡～柳井 運休

大崎汽船 白水～竹原 運休

山陽商船 竹原～白水 運休

安芸津フェリー 安芸津～大崎上島(大西） 運休

大三島フェリー 忠海～大三島(盛） 運休

走島汽船 走島～鞆 運休

斎島汽船 斎島～久比 運休
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大崎上島町 白水～契島 運休

しまなみ海運 明石～小長 運休

三洋汽船
笠岡～佐柳本浦 運航再開

多度津～佐柳 運休

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運休

中島汽船 三津浜～中島 運休

宿毛市 沖の島～片島 運休

今治市
岡村～今治 運休

津島～幸 運休

備讃フェリー 丸亀～広島 運休

上島町 魚島～弓削～土生 運休

内海フェリー 高松～小豆島（草壁） 一部運休

四国汽船 高松～宮浦～宇野 一部運休

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 一部運休

石崎汽船 松山～広島（宇品） 運休

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運休

盛運汽船 嘉島・日振～宇和島 運休

えひめ南汽船 九島～宇和島 運休

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 一部運休

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 一部運休
運航船舶「おれんじ四国」が出港中
に強風に煽られ、岸壁に接触したた
め一部運休中

マリックスライン 鹿児島～那覇 一部運休

九州商船
長崎～五島 運休

佐世保～上五島 運休

島原鉄道 口ノ津～鬼池 運航再開

運休

甑島商船 串木野～川内～甑島 運休

やまさ海運 島原～大牟田 運休

野母商船 福江～青方～博多 運休

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 運休

熊本フェリー 熊本～島原 運休

九商フェリー 熊本～島原 運休

黒島旅客船 黒島～高島～相浦 運休

やま丸 津久見～保戸島 運休

五島産業汽船
有川～佐世保 運休

鯛之浦～長崎 運休

西海沿岸商船 佐世保～神浦 運休

崎戸商船 友住～佐世保 運休

コスモライン 鹿児島～種子島～屋久島 運休

福岡市

玄海島～博多 運休

小呂島～姪浜 運休

博多～志賀島 運休

岩崎産業 鹿児島～種子島・屋久島 運休

北九州市 藍島～小倉 運休

木口汽船 久賀～福江～椛島
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

１）港湾施設の被害状況

２）港湾局所管海岸保全施設の被害状況

○航空関係

１）空港施設

２）欠航便

国内線　101便　(JAL42便、ANA50便、その他9便)

・現時点で被害情報なし。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　池本

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

○河川施設、砂防施設、下水道、公園、宅地、官庁施設、物流、観光関係

須賀
・工事用小型船が沈没。（オイルフェンス
設置済。船体の流出防止（ロープ固定）
を実施）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

北海道 根室市 重要 根室港 根室
・岸壁エプロン上約10cmの浸水。（大型
土嚢の設置により岸壁背後への浸水な
し）

滑走路閉鎖 欠航 08:00～17:00 除雪の為

中標津空
港

空港閉鎖 欠航 14:30～運用時間終了 吹雪の為

紋別空港 滑走路閉鎖 欠航 終日 除雪の為

女満別空
港

空港閉鎖 欠航 13:00～運用時間終了 吹雪の為

岩手県 岩手県 重要 釜石港海岸 大平
・越波により工事中防潮堤の裏埋土が流
出。

空港名
運用状況

（運用時間・定期便の可否）

運航状況
（定期便・臨時便）
※便数は片道ベース

被害状況と復旧見込み
状況

その他

稚内空港

平戸市 大島～平戸 運休

九州郵船

博多～壱岐～対馬 運休

博多～比田勝

函館空港 通常運用 遅延便有り

グライドスロープアンテナ
電波反射面の積雪が規定値
を超えたため、電波の信頼
性確保のために使用停止。
空港運用時刻終了後、除雪
作業を行い、20日空港運用
開始時刻（07:30）より再開
予定

鷹島汽船
殿ノ浦～今福 運休

阿翁～御厨 運休

運休

印通寺～唐津 運休

空港閉鎖 欠航 終日 吹雪の為

釧路空港

岩手県 岩手県 重要 久慈港 諏訪下
・作業船の接触により-10m岸壁が損傷
（約3m）（利用に支障なし）。

岩手県 岩手県 重要 釜石港
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