
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21日 13：00 注意体制
1月23日 23：30 警戒体制
1月27日 17：00 注意体制

九州地方整備局 1月18日 16：50 注意体制 北陸信越運輸局 1月23日 21：06 注意体制
1月23日 23：30 警戒体制 中国運輸局 1月24日 6：30 注意体制
1月27日 17：00 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 1月28日 8：55 体制解除

２．気象状況

（１）気象概況

（２）累積降雪量（1月23日から1月25日24時）
○道府県ごとに最大地点を抽出し、降順に並べ替えた上位10位
○気象庁アメダスのみを使用

（３）日降雪量（1月23日から1月25日24時）
○道府県ごとに最大地点を抽出し、降順に並べ替えた上位10位
○気象庁アメダスのみを使用

新潟県 長岡 69cm

福島県 金山 64cm

富山県 伏木 64cm

広島県 八幡 53cm

島根県 赤名 52cm

福井県 今庄 50cm

滋賀県 柳ケ瀬 48cm

石川県 加賀菅谷 45cm

山形県 小国 35cm

青森県 弘前 33cm

（４）風の観測値
○最大風速（1月23日から1月25日24時）

秋田県 八森 24.5m/s (西北西) 24日22時52分
東京都 神津島 21.4m/s (西北西) 24日12時51分
沖縄県 下地 20.9m/s (北) 23日 8時02分
鹿児島県 屋久島 20.8m/s (北) 25日 1時42分
鹿児島県 種子島 20.5m/s (北西) 24日15時35分

1月23日
1月24日
1月25日
1月25日
1月24日
1月24日
1月25日

群馬県 藤原 59cm

岐阜県 白川 59cm

1月24日
1月24日
1月24日

石川県 七尾 69cm

福井県 今庄 65cm

鳥取県 大山 65cm

○日本付近は23日から25日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には平年より10度以上低い寒気(九州の上空
1500メートル付近で氷点下12度以下)が入った影響で、24時間の降雪量が50センチを越えるなど、西日本から東北地方
にかけての日本海側を中心に大雪となった。また、最深積雪が、長崎市17センチ、鹿児島市14センチ、山口市11センチ
など、西日本から東海地方にかけての普段雪の少ない地域でも積雪となり大雪となった所がある。
○鹿児島県の奄美大島では、24日昼過ぎに初雪(明治34年2月12日以来115年ぶり)を観測している。また、沖縄県内で
もみぞれを観測した所がある。
○広い範囲で強い風が吹き、海は大しけとなった。

福島県 只見 103cm

広島県 八幡 101cm

島根県 赤名 100cm

新潟県 長岡 99cm

富山県 氷見 77cm

災　害　情　報
平成28年1月28日9:00現在

国土交通省

１月２３日からの大雪等にかかる被害・対応状況について（第５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。
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○最大瞬間風速（1月23日から1月25日24時）
静岡県 石廊崎 31.2m/s (西) 24日20時22分
秋田県 八森 29.6m/s (西北西) 24日22時50分
鹿児島県 種子島 29.4m/s (西北西) 24日12時45分
東京都 神津島 29.3m/s (西北西) 24日18時26分
東京都 三宅島 28.3m/s (西) 24日13時57分

（５）波浪の状況（1月23日から1月25日24時）
・主な波浪最高値

（波浪観測値）
【国土交通省港湾局所管】

鹿児島県 名瀬港 8.1m 24日 18時00分
沖縄県 那覇港 6.3m 24日 23時20分
石川県 金沢港 6.1m 24日 14時40分
福井県 福井港 6.1m 24日 13時00分

３．国土交通省の対応

○リエゾン（情報連絡員）の派遣【6県4市（最大）へ、のべ28人・日派遣(1/24～27)】
・四国地方整備局より、1県1市へ、のべ4人・日派遣(1/25～27)。

（単位：人）

25 26 27
1
1

1 1
2 1 1

・九州地方整備局より、5県3市（最大）へ、のべ24人・日派遣(1/24～27)。
（単位：人）

24 25 26 27
2
2 2
2

2
2

2 2
2 2

2 2
10 4 6 4

○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣【の7人・日派遣(1/25、27)】

・
（単位：人）

25 27
2

2
2 2

・
（単位：人）
1
27
3
3

派　遣　先 派遣内容 合計

福岡県大牟田市 給水・資機材・物資支援 3
合　計　 3

愛媛県八幡浜市(国道378号) 除雪作業支援(スタック車両の排除) 2
徳島県三好市 給水支援

福岡県大牟田市 4
大分県庁 4

2
合　計　 4

九州地方整備局より、のべ3人・日派遣(1/27)。

大分県中津市 4
合　計　 24

四国地方整備局より、のべ4人・日派遣(1/25、27)。

派　遣　先 派遣内容
1

合計

熊本県庁 2
鹿児島県庁 4
佐賀県庁 2
佐賀県唐津市 2
福岡県庁 2

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（1/22 15:00)

　
月日

1
合計

愛媛県庁 1
愛媛県（八幡浜支局） 1
徳島県三好市 2

合　計　 4

　
月日

1
合計
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○九州・四国地方の１０市町の断水に対する支援
（九州地整）
・ リエゾンを、のべ１０人・日派遣（大牟田市、中津市、唐津市）
・ TEC-FORCEを、のべ３人・日派遣（大牟田市）
・ 給水車を３台派遣（大牟田市、唐津市、垂水市）
・
・
・ 仮設トイレを４２基提供（大牟田市、みやま市）
（四国地整）
・ 徳島県三好市に、リエゾンをのべ２人・日、TEC-FORCEをのべ２人・日、給水車１台を派遣（徳島県三好市）

○道路維持用機械の派遣

４．気象庁の対応

５．海上保安庁の対応

６．所管施設等の状況

○土砂災害

●土砂災害発生状況

・がけ崩れ

○道路（1月28日08:00現在）
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
※雪による通行止め：なし
※解除済み

道路名：西九州自動車道
区間名：武雄JCT～佐世保中央IC［1/24 3:45～1/27 13:30］
道路名：大分自動車道
区間名：筑後小郡IC～日田IC［1/24 2:10～1/27 12:40］
道路名：長崎自動車道
区間名：嬉野IC～長崎IC［1/24 2:25～1/27 17:50］

（２）公社有料
被災による通行止め：なし
※雪による通行止め：なし
※解除済み

道路名：ながさき出島道路
区間名：全線［1/24 4:40～1/27 17:50］
道路名：指宿有料道路
区間名：谷山～頴娃［1/24 2:00～1/27 16:30］

1/26～1/27

飲料水（ペットポトル）を約8,700本提供（大牟田市、中間市、福智町、中津市、宇佐市、唐津市、松浦市）

・四国地整、九州地整より、３県３市へ、散水車２台及び排水管清掃車１台（計３台）を派遣。

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数 状況 期間

四国地整 徳島県三好市 給水支援 散水車 1 撤収済 1/27

九州地整 鹿児島県垂水市 給水支援 散水車 1

九州地整 佐賀県唐津市 給水支援 排水管清掃車 1

九州地方整備局所有の調査観測兼清掃船「海煌（かいこう）」に7,000㍑の飲料水を積載し三池港で給水（大牟田市）

撤収済 1/26～1/27

撤収済

○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。

○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。

○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。

人家被害

1戸

1戸

都道府県名 市町村名
人的被害

一部損壊

鳥取県 1件 日南町 1件 1名 2名 1戸

合計 1件 1名 名 2名 戸 1戸

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊
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（３）直轄国道
被災による通行止め：なし
※雪等による通行止め：なし

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：なし
※雪による通行止め：4路線（8区間）
○ 道路名：国道445号

区間名：熊本県下益城郡美里町早楠～熊本県八代市泉町柿迫［1/24 7:00～継続中］
○ 道路名：国道322号

区間名：福岡県田川市猪国～福岡県嘉麻市大隅町［1/24 8:00～継続中］
○ 道路名：国道385号

区間名：佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県神埼郡吉野ヶ里町（福岡県境）［1/24 11:00～継続中］
区間名：福岡県筑紫郡那珂川町（佐賀県境）～福岡県筑紫郡那珂川町［1/24 11:00～継続中］
区間名：福岡県福岡市南区清水一丁目（清美大橋）［1/24 23:00～継続中］
区間名：福岡県筑紫郡那珂川町市ノ瀬～佐賀県境［1/25 11:00～継続中］
区間名：福岡県境～佐賀県神崎郡吉野ヶ里町松隈［1/25 11:00～継続中］

○ 道路名：国道219号
区間名：熊本県球磨郡球磨村神瀬～熊本県球磨郡球磨村大瀬［1/24 14:00～継続中］
※解除済み
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［1/23 15:00～1/27 15:50］
道路名：国道200号
区間名：福岡県筑紫野市山家～福岡県飯塚市内野［1/23 18:40～1/27 16:00］
道路名：国道447号
区間名：鹿児島県伊佐市大口白木～鹿児島県出水市上大川内［1/24 6:00～1/27 10:00］
区間名：宮崎県えびの市大字内竪～宮崎県えびの市大字内竪（鹿児島県境）［1/24 13:00～1/27 10:00］
区間名：鹿児島県伊佐市大口青木（宮崎県境）～鹿児島県伊佐市大口青木［1/24 13:00～1/27 10:00］
道路名：国道322号
区間名：福岡県田川市猪国～福岡県嘉麻市下山田［1/25 16:20～1/27 8:10］
道路名：国道500号
区間名：福岡県田川郡添田町英彦山～福岡県朝倉郡東峰村小石原［1/24 20:30～1/27 11:40］

（２）都道府県・政令市道
１月２７日　０８：００ １月２８日　０８：００
（計５９区間） （計３２区間）
・石川県　　　１区間（倒木） → ・石川県　　　０区間

・島根県　　  ２区間（降雪、倒木） → ・島根県　　  １区間（降雪）

・徳島県　　  ３区間（降雪） → ・徳島県　　  １区間（降雪）

・香川県　　  １区間（降雪） → ・香川県　　  ０区間

・愛媛県　　  １区間（降雪） → ・愛媛県　　  ０区間

・高知県　　  １区間（降雪） → ・高知県　　  １区間（降雪）

・福岡県　　２４区間（降雪） → ・福岡県　　１８区間（降雪）

・佐賀県　　  ４区間（降雪） → ・佐賀県　　  ４区間（降雪）

・熊本県　　  ５区間（降雪） → ・熊本県　　  ２区間（降雪）

・宮崎県　　  ２区間（降雪） → ・宮崎県　　  ２区間（降雪）

・鹿児島県 １３区間（降雪） → ・鹿児島県　 ２区間（降雪）

・福岡市　　  ２区間（降雪） → ・福岡市　　  １区間（降雪）

【孤立情報：なし】

4 / 6 ページ



○鉄道

（施設被害）

なし

（運行状況）

運転休止線区なし

・在来線の状況

２　事業者　３　路線　運転休止

○自動車関係

・バス関係

高速バスが２路線で運休又は一部運休中

長崎県交通局、西肥自
動車(株)

長崎～佐世保 通常運行

長崎県交通局、宮崎交
通(株)

長崎～宮崎 通常運行

長崎県交通局、南国交
通(株)

長崎～鹿児島 通常運行

長崎県交通局、長崎自
動車(株)

長崎～長崎空港 通常運行

長崎県交通局 北九州～長崎 通常運行

長崎県交通局、九州産
交バス(株)

長崎～熊本 通常運行

長崎自動車(株)、大分バス
(株)、大分交通(株)、亀の
井バス(株)

長崎～大分 通常運行

西鉄高速バス(株)、大分交
通(株)、大分バス、日田バ
ス(株)

福岡～大分・別府 通常運行

日田バス(株)、九州産交
バス(株)

福岡～黒川 通常運行

亀の井バス(株)、日田バ
ス(株)

福岡～湯布院 通常運行

九州急行バス(株) 福岡～長崎 通常運行

西鉄高速バス(株)・西肥
自動車(株)

福岡～佐世保・佐々 通常運行

西日本鉄道(株)・島原鉄
道(株)

福岡～島原 通常運行

長崎バス(株) 長崎～名古屋 一部運休

亀の井バス㈱・大分バ
ス㈱・大分交通㈱

大分～名古屋 通常運行

亀の井バス㈱・大分バ
ス㈱・大分交通㈱

大分・別府～三宮・大阪・京都 通常運行

四国高速バス 香川～福岡 通常運行

伊予鉄道 松山～福岡 通常運行

長崎バス(株) 長崎～大阪・京都 通常運行

近鉄バス（株） 京都・大阪・三ノ宮～宮崎 通常運行

近鉄バス（株） 大阪・三ノ宮～鹿児島 通常運行

近鉄バス（株） 京都・大阪～長崎 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

名鉄バス(株)ほか 名鉄ＢＣ～長崎新地ターミナル 一部運休

近鉄バス（株） 京都・大阪・三ノ宮～大分 通常運行

万葉線 高岡軌道線 六渡寺～米島口 1/24 12:30 1/27 12:21

万葉線 新湊港線 越ノ潟～六渡寺 1/24 12:30

ＪＲ西日本 三江線 江津～三次 1/24 始発

ＪＲ九州 日田彦山線 彦山～夜明 1/24 始発 1/27 11:30

主な被害状況等

ＪＲ西日本 木次線 出雲横田～備後落合 1/23 始発

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開
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・自動車道：１路線は通行止め解除

○海事関係

・運航状況　２事業者２航路で運休中。１事業者１航路で運航再開。

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

１）港湾施設の被害状況

○航空関係

１）空港施設
・被害情報なし。

２）欠航便
・なし

○河川施設、管理ダム、下水道、公園、宅地、官庁施設、物流、観光関係

・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

鹿児島県 三島村 地方 竹島港 防波堤の上部工破損

愛媛県 愛媛県 地方 長浜港 晴海
貨物船が護岸の消波ブロックに接触
（護岸への被害なし）

鹿児島県 鹿児島県 地方 湾港 防波堤の上部工、本体工破損

富山県 富山県 国際拠点 伏木富山港 新湊
臨港道路東西線（射水市海王町～射水
市堀岡）を積雪及び凍結のため通行止
め（1/24　22:30～ 1/25　16:45）

愛知県
名古屋港
管理組合

国際拠点 名古屋港 内港
名古屋港一州大橋稲永陸橋を雪のため
通行止め（1/25　7:18～11:25）

シィライン 青森～佐井 運休

福岡市 小呂島～姪浜 運航再開

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

津峯観光㈱ 津峯スカイライン 通行止め解除

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

酒田市 酒田～勝浦 運休

事業者名 路線名 被害状況
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