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国土交通省
令和３年１月７日からの大雪等による被害状況等について（第８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．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28日 14:00 警戒体制
北海道開発局
1月 7日 10:00 警戒体制
東北地方整備局
1月 7日 13:00 警戒体制
関東地方整備局
1月 7日 15:00 注意体制
中部地方整備局
1月 7日 17:00 注意体制
北陸地方整備局
1月 9日 1:20 非常体制
近畿地方整備局
1月 7日 15:30 非常体制
中国地方整備局
1月 8日 6:30 警戒体制
四国地方整備局
1月 7日 23:00 警戒体制
九州地方整備局
1月 6日 18:00 注意体制
国土地理院
12月17日 7:45 注意体制

北海道運輸局
東北運輸局
北陸信越運輸局
関東運輸局
中部運輸局
近畿運輸局
神戸運輸監理部
中国運輸局
四国運輸局
九州運輸局
気象庁

1月 7日
12月15日
1月 9日
1月 7日
1月10日
12月30日
12月30日
1月 7日
1月 7日
1月 7日
12月28日

8:00
9:00
4:00
7:45
16:00
15:00
7:11
11:30
9:00
15:00
14:00

注意体制
注意体制
非常体制
注意体制
非常体制
注意体制
注意体制
警戒体制
注意体制
警戒体制
警戒体制

２．気象状況（気象庁：1/10 14:00）
強い冬型の気圧配置は次第に緩んできている一方で、今夜から明日にかけて、日本海で発生する低気圧が
北陸地方に接近する見込み。
日本海側では強い雪が降っている所がある。今後、低気圧の接近する北陸地方では11日朝にかけて断続的
に強い雪が降り、短時間で降雪量の多くなるおそれがある。
特に北陸地方では大雪による交通障害や施設への被害に厳重に警戒。また、路面や水道管の凍結、屋根か
らの落雪、停電や倒木、山地ではなだれに注意。雷や竜巻などの激しい突風にも注意。

３．国土交通省の対応
○国土交通省災害対策連絡調整会議開催（1/6）
○大雪に関する幹部連絡会議開催（1/8）
○大雪に対する国土交通省緊急発表
1/6（本省、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国）、1/7（九州）、1/10（四国）
○都道府県への支援等
（富山県）
・現地WEB連絡会議を実施（1/10 03:00）
※北陸地整、北陸信越運輸、富山県、NEXCO中日本、富山県警、自衛隊が参加
・北陸地整、北陸信越運輸及びNEXCOが協力し、プッシュ型支援（物資の提供、ドライバーの宿舎手配、
宿舎への送迎等）を実施
（福井県）
・福井県冬期道路情報連絡室会議を実施（1/9、1/10）
※近畿地整、中部運輸局、福井県、NEXCO中日本、NEXCO西日本、福井県警、福井地方気象台、
自衛隊が参加
・近畿地整、中部運輸局及びNEXCOが協力し、プッシュ型支援（物資の提供、ドライバーの宿舎手配、
宿舎への送迎等）を実施
・福井県からの要請に基づき、福井県トラック協会がNEXCOへの緊急物資輸送を支援
（新潟県）
・豪雪対策本部（1/9 9:00新潟県庁）へリエゾンを派遣
・北陸地整がプッシュ型支援（物資の提供）を実施
※高田河川国道事務所が物資を配布
○TEC-FORCE等の派遣 38名（1/10 17:00時点）
・リエゾン 25名
（秋田県3、新潟県3、富山県1、福井県3、
NEXCO東日本(東北支社1・新潟支社2）、
NEXCO中日本（金沢支社5・名古屋支社1）、
NEXCO西日本（関西支社1・中国支社3・四国支社1・九州支社1））
・除雪支援 5名派遣（NEXCO中日本 東海北陸自動車道）
・JETT 5名派遣（富山県3、福井県2）
・現地支援 近畿地整本局から3名
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○災害対策機械の派遣 6台 （1/10 17:00時点）
・除雪車6台派遣（NEXCO中日本 東海北陸自動車道）
４．海上保安庁の対応（1/10 14:30）
（１）勢力（大雪への対応）
航空機 17機（固定翼５機、回転翼12機）
※釧路基地、千歳基地、函館基地、仙台基地、羽田基地、中部基地、関空基地、新潟基地、美保基地
（２）体制（暴風・波浪への対応）
警備配備発令中の管区：第一管区（北海道）
（３）自治体からの支援要請
関係管区から地方自治体に対し、情報収集するも、現在までのところ、当庁への支援要請等なし
（４）確認している主な被害情報等
富山県富山市岩瀬運河において、係留中の小型船舶9隻が積雪により転覆。人命に被害なし。
（５）航行警報等の発出状況
①航行警報
0件
②海の安全情報 12件 [継続中４件]（積雪による係留船の浸水・転覆事故防止等に係る注意喚起）
（６）港湾における避難勧告等実施状況
① 第一体制（警戒勧告）：２港
② 第二体制（避難勧告）：全て解除
③ 臨海部の施設の周辺海域で発令していた錨泊制限等は全て解除
５．所管施設等の状況
○孤立情報（1/10 16:00）０件
○道路（1/10 16:00）※施設被害による通行止めなし
■道路の通行止め等
○高速道路：１７路線２１区間
Ｅ２Ａ中国道 山口IC～六日市IC
Ｅ３九州道 小倉東IC～福岡IC
Ｅ５道央道 美唄IC～江別西IC
Ｅ７日東道 新潟亀田JCT～荒川胎内IC
Ｅ８北陸道 柏崎IC～滑川IC
Ｅ８北陸道 福井IC～加賀IC（上り）（※滞留車あり）
上り線（約555台）→402台排出済み（滞留車残り153台）
（内訳：福井IC～丸岡IC 16台、丸岡IC出口137台）
Ｅ８北陸道 武生IC～加賀IC（下り）（※滞留車あり）
下り線（約945台）→620台排出済み（滞留車残り325台）
（内訳：福井北IC～丸岡IC 71台、福井IC～福井北IC 254台）
Ｅ１０東九州道 苅田北九州空港IC～中津IC
Ｅ１８上信越道 妙高高原IC～上越JCT
Ｅ３２徳島道 土成IC～井川池田IC
Ｅ３４長崎道 佐賀大和IC～嬉野IC
Ｅ３４大分道 筑後小郡IC～日田IC
Ｅ３５西九州道 佐世保大塔IC～武雄南IC
Ｅ４１能越道 氷見IC～高岡IC
Ｅ４１東海北陸道 小矢部砺波JCT～福光IC（※滞留車あり）
222台→137台救出済み、滞留車残り85台
Ｅ５４松江道 三次東IC～三刀屋木次IC
Ｅ５６中村宿毛道 四万十IC～平田IC
Ｅ５６松山道 宇和島南IC～津島岩松IC
Ｅ６２深山・留萌道 深川西IC～北竜ひまわりIC
Ｅ６７中部縦貫道 福井北IC～大野IC（※滞留車あり）
41台→19台救出済み、滞留車残り22台
Ｅ９６長崎バイパス 長崎多良見IC～西山町・昭和町
○有料道路：２路線 ※滞留車両なし
北九州高速道路（足立IC～春日IC）
川平有料道路（全線）
○直轄国道：１路線２区間 ※滞留あり
国道８号（新潟県上越市）
・災対法に基づく道路区間指定L=約16km（下源入交差点～名立ＩＣ交差点）
・滞留車両150台、除雪作業中
国道８号（福井県福井市）
・上り線：北交差点を先頭に断続的な渋滞が続いている。(約20km)
・下り線：石川・福井県境付近で通行止めし、福井県への流入を抑制。集中除雪の結果、滞留は解消。
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○補助国道：雪の被災による通行止め情報なし
○鉄道関係（1/10 15:00）
・運転を見合わせている路線：13事業者39路線
・今後、運転を見合わせる予定の路線：1事業者1路線
○自動車関係（1/10 14:00）
バスの運休状況
・高速バス
56社169路線運休、4社5路線一部運休
・路線バス
36社104路線運休、18社70路線一部運休
・冬タイヤの未装着により道路上で立ち往生した事業用自動車、悪質な事例については、監査をした上で
安全管理義務違反として行政処分を実施。
○海事関係（1/10 15:00）
海上荒天により、15事業者15航路において、運休又は一部運休。
○港湾関係（1/10 15:00）
・港湾における被害情報 ※港湾利用に支障なし
酒田港（山形県） 防波堤の一部破損
・臨港道路の通行止め ※滞留車両無し
酒田港（山形県） ２路線
伏木富山港（富山県）１路線（新湊大橋含む）
○航空関係（1/10 15:00）
・空港施設等被害なし
・降雪による滑走路等閉鎖
大分空港（07時30分〜11時55分）
福江空港（06時00分〜15時00分）
隠岐空港（09時00分〜12時00分）
富山空港（09時30分〜12時00分）
※各空港とも空港ビル内混雑等なし
※空港アクセス（空港連絡バス）の運行状況
福江空港は午後より運航開始、富山空港は終日運休
大分空港、隠岐空港は通常運行
・欠航便
＜１月７日＞
国内線539便（ANA253便、JAL146便、その他140便）
＜１月８日＞
国内線397便（ANA178便、JAL108便、その他111便）
＜１月９日＞
国内線284便（ANA87便、JAL86便、その他111便）
＜１月１０日＞
国内線62便（ANA27便、JAL14便、その他21便）
○河川の状況（1/10 7:00）
・富山県が管理する鴨川において、周辺住民による河道への雪投棄により、氾濫危険水位を超過。河道内の
除雪（排雪）作業により、既に氾濫危険水位を下回る。
※一般被害の報告なし。
○都市関係（1/10 16:00）
国営公園：積雪による臨時休園
・国営越後丘陵公園（新潟県）1/8-1/10
・国営備北丘陵公園（広島県）1/8-1/9
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
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