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12 月 22 日からの大雪への対応について（第 7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（12/26 6:00 時点） 

〇日本の上空には強い寒気が流入し、日本付近は 22 日から強い冬型の気圧配置と

なった。26 日にかけて、冬型の気圧配置は次第に緩む。 

〇22 日から強い冬型の気圧配置により、北日本から西日本の日本海側では広い範囲

で大雪となり、北日本や東日本では降雪の強まったところがあった。 

〇また、普段比較的雪の少ない北海道オホーツク海側や、西日本太平洋側、東海地

方の平地でも大雪となった。 

〇大雪による交通障害、強風や高波、なだれや電線などへの着雪、落雷や突風に注

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、北陸信越運輸 

○注意体制：国土地理院、近畿地整、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 

○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：北海道、新潟県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の

25 市 34 町 3 村とホットラインを構築 

 （内、北海道の 3 市 14 町 1 村は、停電被害対応も実施） 

○TEC-FORCE 等の派遣 のべ 269 人･日、日最大 106 人（12/23） 

○紋別地域の停電被害対応 

・電源供給のため、紋別市、興部町へ発動電源機を貸与。 

・変電所 2箇所への道路等の除雪のため、除雪ドーザ、除雪トラック等を派遣（24

日 1:20 作業完了） 

・紋別地域の停電は解消。(12/26 6:00 現在) 

 

３ 国土交通省関連情報  
■道路の通行止め等（12/26 6:30 時点） 

○高速道路： 大雪による通行止めなし 

○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なし 

○補助国道： 大雪による通行止め 5 県 5 路線 5区間 

国道 212 号（大分県中津市定留） 
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国道 380 号（愛媛県内子町） 

国道 385 号（福岡県那珂川市） 

国道 447 号（鹿児島県伊佐市） 

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 11 道県 31 区間 

       北海道  11 区間 

       山形県  1 区間 

       長野県  1 区間 

       新潟県  5 区間 

       富山県  1 区間 

         石川県  1 区間 

       鳥取県  2 区間 

       島根県  1 区間 

       広島県  5 区間 

       愛媛県  1 区間 

       宮崎県  2 区間 

○その他 

（電力復旧に向けた電力及び道路の調整） 

 関係機関（整備局等、産業保安監督部、電力会社、都道府県等）で構成する連絡

調整会議の枠組みを活用し、被災状況の共有、早期復旧に向けた課題の共有・調

整等を実施 

・北海道開発局（12/23～） 

・北陸地方整備局（12/24～） 

・四国地方整備局（12/24～） 

 

■鉄道の運行状況（12/26 7:00 時点） 

○運転を見合わせている路線：3事業者 8路線 

※17 日からの大雪による運転見合わせ区間を含む 

○今後、運転を見合わせる予定の路線： 0 事業者 0路線 

 

■航空関係の状況（12/26 6:00 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 233 便（JAL83 便、ANA73 便、その他 77 便） 

24 日 欠航便 73 便（JAL23 便、ANA17 便、その他 33 便） 

25 日 欠航便 13 便（JAL9 便、ANA4 便） 

〇その他 

・紋別空港ターミナルビルの停電（紋別市等の大規模停電に伴うもの） 
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非常用電源にて一時的対応後、12/25 13:40 頃に復旧 

 

■自動車関係の状況（12/26 6:00 時点） 

○バスの運休状況等 

・高速バス：22 事業者 27 路線 運休（広島電鉄 米子⇔広島 等） 

       2 事業者  3 路線 一部運休（北海道中央バス 札幌⇔北見 等） 

・路線バス： 9 事業者 16 路線 運休（新潟交通観光バス 等） 

      10 事業者 15 路線 一部運休（防長交通 等） 

・宅配事業者： 大手 5社において一部地域で集配遅延等 

 

■海事関係の状況（12/26 5:00 時点） 

○11 事業者 11 航路において運休又は一部運休中 

〇施設被害 

・長崎県対馬市の嵯峨港の桟橋が破損（当面抜港予定（次港は同島内約 1.5 キロメ

ートルの距離））。 

 

■港湾関係の状況（12/26 6:30 時点） 

・根室港[花咲地区]（北海道）：23 日の波浪・高潮等により、南ふ頭の道路及び荷

捌き地で舗装の剥離・飛散が発生。港湾利用への影響は確認中。 

・沓形港（北海道）：浮桟橋が海へ滑落。荷捌き地の照明灯 1基が損傷。 

・新潟港東港区（新潟県）：コンテナターミナルで接岸中の船舶が 26 日に出港でき

るよう、除雪作業を実施中。 

・金沢港[御供田地区]（石川県）：コンテナターミナルで 27 日の次船入港に向け、

除雪作業を実施中。 

・伏木富山港[新湊地区]（富山県）:コンテナターミナルで 27 日の次船入港に向

け、除雪作業を実施中。 

 

■下水道関係の状況（12/26 7:00 時点） 

○北海道紋別市：下水処理場１箇所が停電（復旧済み）、汚水中継ポンプ場 3箇所

が停電（復旧済み）、マンホールポンプ 21 基が停電（復旧済み） 

○北海道興部町：下水処理場 2箇所が停電（復旧済み）、マンホールポンプ 2 基が停

電（復旧済み） 

○北海道雄武町：下水処理場 1箇所が停電（復旧済み）、マンホールポンプ 7基が

停電（復旧済み） 

○新潟県佐渡市：下水処理場１箇所が再停電（復旧済み）、汚水中継ポンプ場 2箇所

が停電（復旧済み）、マンホールポンプ 21 基が停電（10 基復旧済み、残る 11 基

は可搬式発電機により流下機能を確保済み） 

○新潟県村上市：マンホールポンプ１４基が停電（復旧済み） 

 

■海上保安庁の対応（12/26 5:30 時点） 

〇警戒配備発令：発令中の管区なし（全部署解除済み） 
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※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。 

〇被害情報 

・24 日 0831 漁船 1 隻沈没（両津港（新潟県佐渡市）、けが人なし） 

 

■河川、海岸、砂防、都市、物流、観光関係の状況 
 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 


