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12 月 22 日からの大雪への対応について（第 3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 気象状況（12/23 13:00 時点） 

〇日本海の低気圧が 23 日夜から 24 日にかけて北日本を通過する。北海道付近の低

気圧は動きが遅く、24 日にかけてほとんど停滞。日本の上空には強い寒気が流入

しており、26 日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。 

〇西日本や北陸地方、北日本等では 3 時間に 10 センチ以上の強い雪が降り大雪と

なっており、高知市ではこれまでの記録を更新する 14 センチの積雪を観測した。

引き続き 24 日にかけて北日本や日本海側を中心に広い範囲で大雪となる。太平

洋側でも西日本や東日本山地では大雪となるところがあり、東海地方など風の吹

き抜ける地域では平地でも積雪となるところがある。日本海側や北海道オホーツ

ク海側では 26 日頃にかけて大雪となるところがある。 

〇北日本や日本海側を中心に広い範囲で非常に強い風が吹き、大しけとなっており、

24 日にかけて続く。特に北海道では 24 日明け方にかけて、見通しのまったくき

かない猛ふぶきや吹きだまりとなるところがある。 

〇日本海側では 24 日にかけて大気の状態が非常に不安定になる。 

○大雪、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風や高波に警戒。なだれや電線

などへの着雪、落雷や竜巻などの激しい突風に注意。 

 

２ 国土交通省の対応 
○非常体制：北陸地整 

○警戒体制：本省、気象庁、北海道開発局、近畿地整、中国地整、四国地整、 

九州地整、北陸信越運輸 

○注意体制：国土地理院、東北地整、北海道運輸、東北運輸、関東運輸、 

中部運輸、近畿運輸、神戸運輸監理部中国運輸、四国運輸、 

九州運輸、 

○大雪に対する国土交通省緊急発表（12/21） 

○北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州では、各地域におい

て道路利用者等への呼びかけを実施 
○国土交通省災害対策連絡調整会議（12/21、12/23） 

○国土交通省特定災害対策本部会議（12/22） 

○ホットライン構築状況：新潟県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の 18 市 12 町

1 村とホットラインを構築 

○TEC-FORCE 等の派遣【99 人派遣中】（12/23） 

・リエゾン：2 県 1 市へ 4 人を派遣中（新潟県 1,柏崎市 2,徳島県 1） 

・JETT：1 道 1 県へ 4 人を派遣中（北海道 2,石川県 2） 

・現地支援等：91 人を派遣中（北陸、近畿、中国地整管内で事前配備） 

 

３ 国土交通省関連情報  
■道路の通行止め等（12/23 14:00 時点） 

災  害  情  報 

令和 4 年 12 月 23 日 16:00 現在 

国 土 交 通 省 
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○高速道路：大雪による通行止め 26 路線 126 区間 

    Ｅ2 山陽道（高屋 JCT・IC～広島 IC）【4 区間】 

    Ｅ2 山陽道（山口南 IC～山口 JCT）【1 区間】（滞留有無確認中） 

Ｅ2Ａ中国道（新見 IC～美祢東 JCT・IC）【17 区間】（滞留有無確認中） 

Ｅ3 九州道（八幡 IC～福岡 IC）【4 区間】 

Ｅ3 九州道（八代 JCT～えびの IC）【2 区間】 

Ｅ5 道央道（札幌南 IC～札幌 IC）【3 区間】 

Ｅ5 道央道（千歳 IC～苫小牧中央 IC）【3 区間】 

Ｅ5Ａ札樽道（札幌 JCT～札幌西 IC）【5 区間】 

Ｅ7 秋田道（秋田南 IC～秋田中央 IC）【1 区間】（滞留有無確認中） 

Ｅ8 北陸道（金沢西 IC～砺波 IC）【5 区間】 

Ｅ10 東九州道（苅田北九州空港 IC～別府 IC）【14 区間】 

Ｅ32 徳島道（土成 IC～井川池田 IC）【3 区間】 

Ｅ32・56 高知道（南国 IC～須崎西 IC）【6 区間】 

Ｅ34 大分道（筑後小郡 IC～日出 JCT）【9 区間】 

Ｅ38 道東道（夕張 IC～十勝清水 IC）【4 区間】 

Ｅ38 道東道（音更帯広 IC～本別 IC）【3 区間】（滞留有無確認中） 

Ｅ39 旭川紋別自動車道（上川層雲峡ＩＣ～遠軽ＩＣ）【6 区間】 

Ｅ41 東海北陸道（福光 IC～小矢部砺波 JCT）【1 区間】 

Ｅ54 尾道自動車道（尾道北 IC～三次 JCT・IC）【5 区間】 

Ｅ55 徳島南部自動車道（徳島沖洲 IC～徳島津田 IC）【1 区間】 

Ｅ55 高知東部自動車道（高知 IC～高知龍馬空港 IC）【4 区間】 

Ｅ56 松山道（伊予 IC～大洲 IC）【2 区間】 

Ｅ56 松山道（大洲北只 IC～西予宇和 IC）【1 区間】 

Ｅ60 帯広広尾自動車道（幸福 IC～忠類大樹 IC）【4 区間】 

Ｅ61 十勝オホーツク自動車道（陸別小利別 IC〜北見東 IC）【6 区間】 

Ｅ61 道東道網走線（本別 JCT〜足寄 IC）【1 区間】（滞留有無確認中） 

Ｅ63 日高道（苫小牧東 IC～沼ノ端西 IC）【1 区間】 

Ｅ73 米子道（久世 IC～米子 IC）【5 区間】 

Ｅ74 浜田道（千代田 JCT～旭 IC）【3 区間】 

Ｅ74 広島道（広島北 JCT～広島北 IC）【1 区間】 

Ｅ92 日出バイパス（速見 IC～日出 IC）【1 区間】 

○有料道路： 大雪による通行止めなし 

○直轄国道： 大雪による通行止め 12 路線 16 区間 

国道 8 号（富山県高岡市～石川県津幡町） 

国道 8 号（石川県金沢市～白山市） 
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国道 33 号（高知県仁淀川町） 

       国道 33 号（愛媛県久万高原町～砥部町） 

国道 38 号（北海道南富良野町～新得町） 

国道 39 号（北海道上川町～北見市） 

国道 56 号（高知県土佐市～須崎市）（滞留あり） 

※12 月 23 日 12 時 30 分 災対法に基づく道路区間の指定 

国道 56 号（愛媛県伊予市～愛媛県内子町） 

国道 210 号（大分県九重町～由布市） 

国道 236 号（北海道広尾町～浦河町） 

国道 237 号（北海道占冠村～日高町） 

国道 244 号（北海道別海町） 

国道 273 号（北海道上士幌町～上川町） 

国道 274 号（北海道むかわ町～日高町） 

国道 274 号（北海道日高町～清水町） 

国道 333 号（北海道上川町～遠軽町） 

○補助国道： 大雪による通行止め １府 10 県 12 路線 16 区間 

国道 180 号（鳥取県日野町） 

国道 221 号（熊本県人吉市大畑町） 

国道 251 号（長崎県 森山東ＩＣ～吾妻西ＩＣ） 

国道 251 号（長崎県 島原南ＩＣ～深江ＩＣ） 

国道 268 号（鹿児島県伊佐市） 

国道 268 号（熊本県水俣市葛渡） 

国道 304 号（石川県金沢市） 

国道 359 号（富山県南砺市～石川県金沢市） 

国道 371 号（大阪府河内長野市～和歌山県橋本市） 

国道 385 号（福岡県那珂川市） 

国道 385 号（佐賀県吉野ヶ里町） 

国道 447 号（鹿児島県伊佐市） 

国道 447 号（宮崎県えびの市） 

国道 480 号（大阪府和泉市大野町） 

国道 494 号（高知県佐川町斗賀野～須崎市吾井郷乙） 

国道 503 号（宮崎県五ヶ瀬町） 

○都道府県道： 大雪による通行止め 14 道府県 25 区間 

       北海道  6 区間 

       新潟県  1 区間 

       富山県  1 区間 

         石川県  1 区間 
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       大阪府  2 区間 

       和歌山県 2 区間 

       広島県  2 区間 

       香川県  1 区間 

       福岡県  1 区間 

       佐賀県  2 区間 

       長崎県  1 区間 

       熊本県  1 区間 

       宮崎県  3 区間 

       鹿児島県 1 区間 

※その他市町村道で以下の被災あり 

         石川県輪島市の市道が倒木で通行止めとなり、1 区間で 

孤立が発生（安否確認済） 

 

■鉄道の運行状況（12/23 14:00 時点） 

○運転を見合わせている路線：4 事業者 20 路線 

○今後、運転を見合わせる予定の路線： 2 事業者 7 路線 

 

■航空関係の状況（12/23 13:30 時点） 

○運航に支障となる空港施設等の被害情報なし 

○運航への影響 

22 日 欠航便 44 便（JAL18 便、ANA3 便、その他 23 便） 

23 日 欠航便 185 便（JAL73 便、ANA70 便、その他 42 便） 

 

■自動車関係の状況（12/23 14:00 時点） 

○バスの運休状況 

・高速バス：56 事業者 52 路線 運休（石見交通等） 

       7 事業者 8 路線 一部運休（広島電鉄等） 

・路線バス：17 事業者 42 路線 運休（宗谷バス等） 

      12 事業者 27 路線 一部運休（十勝バス等） 

・宅配事業者： 大手 5 社において一部地域で集配遅延等 

・自動車道：2 事業者 1 路線全線通行止め、1 路線一部通行止め 

 

■海事関係の状況（12/23 12:30 時点） 

○111 事業者 131 航路において運休又は一部運休中 

 

■海上保安庁の対応（12/23 13:30 時点） 

〇警戒配備発令：一管区・二管区・九管区・十管区 

※警戒配備：海上災害の発生に備え、巡視船艇・航空機を即応待機としている状

況。 
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〇航行警報 1 件(灯台消灯 1 件) 
○海の安全情報 5 件(注意喚起 4 件、灯台消灯 1 件） 

 

■河川、海岸、砂防、都市、港湾、物流、観光、下水関係の状況 
 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 小林 

代 表：０３－５２５３－８１１１ 内線３５－８２２ 

直 通：０３－５２５３－８４６１ 


