
 

1 / 16 

1 月 23 日からの大雪等による被害状況等について 
※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

平成 28 年 1 月 26 日 

1 0 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

 

１ 気象状況（気象庁情報：1月 26日 07:00現在） 

⑴ 気象の概況 (1 月 26日 07:00 現在） 

・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。 

⑵ 積雪の観測値（1月 26 日 06:00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 

 

 

※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、323か所）、 

国土交通省データ（◇印、131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、132か所） 

※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 

 

 酸ケ湯(すかゆ)(青森県青森市) 245cm 平年比 93%

 肘折(ひじおり)(山形県大蔵村) 236cm 平年比 108%

◆  栃尾田代(とちおたしろ)(新潟県長岡市) 231cm (01月26日05時)

◇  小穂口(水機構)(おぼぐち)(群馬県みなかみ町) 228cm (01月26日04時)

◇  春香山(はるかやま)(北海道札幌市) 225cm

◇  猿倉(さるくら)(長野県白馬村) 176cm

◇  網張(あみはり)(岩手県雫石町) 169cm

 只見(ただみ)(福島県只見町) 145cm 平年比 101%

 大山(だいせん)(鳥取県大山町) 129cm 平年比 130%

 湯の岱(ゆのたい)(秋田県湯沢市) 122cm 平年比 142%

 八幡(やわた)(広島県北広島町) 122cm 平年比 200%

20 内閣府 
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⑶ 風の観測値 

ア 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 

イ 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 

⑷ 波浪の状況（1 月 23 日から 1 月 25日 24時） 

（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 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：1月 26日 07:30現在） 

 

 

重傷 軽傷 程度不明

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟

青森県 1

山形県 1 3 1

新潟県 2 2 9

富山県 3 2

石川県 1 3 1 1

福井県 4

鳥取県 1 2 1

島根県 2

岡山県 1

徳島県 1

福岡県 2 146 1

佐賀県 3

長崎県 1 5

大分県 1

宮崎県 10

5 12 188 1 2 2 0 1合　計

全壊 半壊
一部
破損

都道府県名

人　的　被　害 住　　家　　被　　害 非住家被害

死者
行　方
不明者

負 傷 者
その他

床上
浸水

床下
浸水

公共
建物
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<<死者の状況>>  

   【青森県】・田子町において、70 歳代女性が屋根の雪庇落とし作業中、2階から転落し死亡

（1月 24日） 

【山形県】・西川町において、70歳代男性が雪下ろし作業中、自宅二階屋根から転落し頭を 

強打し死亡（1月 23日） 

【新潟県】・阿賀野市において、60歳代男性が河川の水門に溜まった雪を川に降りて排除 

中、上流に溜まっていた水の水流で下流に流され死亡※（1月 24日） 

※既報で計上した死者（50歳代女性）は、今回の大雪等の被害には含めない 

・柏崎市において、80歳代男性が除雪作業中に除雪機の下敷きになり死亡 

（1月 24日） 

【鳥取県】・日南町において、住宅裏の水路が決壊し、山が崩れ、土砂が民家に流れ込み家 

人の 80 歳代女性が死亡（1月 25日） 

<<重傷者の状況>>  

【山形県】・河北市において、70歳代男性が除雪作業中、屋根からの落雪により骨盤骨折 

（1月 23日） 

             ・大蔵村において、60 歳代男性が雪下ろし作業中、自宅２階屋根から落下し肋骨 

骨折（1月 24日） 

            ・東根市において 80 歳代女性が除雪作業中に転倒し、右大腿部骨折（1月 24日） 

     【新潟県】・南魚沼市において、60歳代男性が雪下ろし作業中、梯子から落下し右大腿頸 

部骨折（1月 24 日） 

              ・長岡市において、40歳代男性が雪下ろし作業中、屋根から落下し負傷 

（1月 24日） 

【石川県】・門前町において、60歳代男性が除雪作業中に転倒し、左足を負傷（1月 25日） 

【岡山県】・新見市において、70歳代男性が転倒し、足部骨折（1月 24日） 

【徳島県】・東みよし町において、60歳代男性が転倒し、大腿骨骨折（1月 24日） 

【福岡県】・小郡市において、60 歳代男性が乗用車で走行中土手に転落し、頸骨、肋骨を骨 

折（1月 24 日） 

             ・久留米市において、80 歳代女性が歩行中に転倒し、右大腿部骨折（1月 24日） 

【長崎県】・時津町において、60歳代女性が転倒し、右とう骨遠位端骨折（1月 24日） 

【大分県】・宇佐市において、50歳代男性が歩行中に転倒し、右手首骨折（1月 24日） 

３ 避難勧告等の発令状況（消防庁情報：1月 26日 07:30現在） 

・現在、避難勧告等の発令なし 

４ その他の状況 

⑴ ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省情報：1月 25日 17:00現在） 

■東北電力（25 日 16:30時点） 

①停電戸数：約 200戸 → 0戸 

山形県：山形市、東村山郡山辺町、南陽市 
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■東京電力（25 日 16:30時点） 

①停電戸数：約 400戸 → 0戸 

      静岡県：河津町 

■中国電力（25 日 16:30時点） 

①停電戸数：約 100 戸 →約 1,600 戸 

山口県：萩市 

島根県：浜田市、益田市、美郷町、邑南町、津和野町 

広島県：庄原市、三次市、廿日市市 

    ②主な設備被害：調査中 

    ③復旧見通し ：早期復旧に向け作業中 

■九州電力（25 日 16:30時点） 

①停電戸数：約 300 戸 

福岡県：那珂川町、添田町、大任町、赤村、みやこ町 

長崎県：五島市、長崎市、西海市 

    ②主な設備被害：降雪倒木による高圧線断線 

    ③復旧見通し ：早期復旧に向け作業中 

イ ガス（経済産業省情報：1月 25日 17:00現在） 

・現在のところ被害情報なし 

ウ 水道（厚生労働省情報：1月 26日 08:00現在） 

■断水状況 
 

県、市町村名 
 

最大 
断水戸数 

現在の 
断水戸数 

断水期間 
 

被害状況 
 

【大分県】  
中津市   

 

約80戸 
 
 

約80戸 
 
 

01.25  13:00  
～        

 

配水管漏水による配水池
水位の低下 
（原因調査中） 

日田市   
 

129戸 
 

110戸 
 

01.25       
～       

送水管･ろ過施設凍結の
ため 

宇佐市   230戸 230戸 01.25 11:30   ポンプ停止原因調査中 
九重町   4戸 4戸 01.25  14:00  配水管漏水 

【福岡県】  
 大牟田市   

54,000戸 
 

54,000戸 
 

01.25  22:00  
～       

給水管の漏水多発による
配水池水位の低下 

桂川町   
 
 

5,903戸 
 
 

5,903戸 
 
 

01.25  20:00     
～       

凍結による水道管破損多
発のため（配水量不足） 

上毛町   
 

1,029戸 
 

1,029戸 
 

01.25  20:30    
～    

給水管の漏水多発による
配水池水位の低下 

糸島市   
 

3,050戸 
 

3,050戸 
 

01.25  20:00     
～       

凍結による給水管破損多
発のため（配水量不足） 

北九州市 3,060戸 3,060戸 01.25  17:00～ 凍結による給水管破損 
【島根県】 

江津市   
4戸 4戸 01.24 17:00～ 凍結による配水管破損 

浜田市   
 

7,260戸 
 

7,260戸 
 

01.25  15:00    
～    

給水管の漏水多発による
配水池水位低下 

 
 

計 
約74,749戸 

計 
約74,730戸 

 
 

 
 

※ 現在、県を通じ詳細の情報収集中 
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■応急給水 

・福岡県（大牟田市、桂川町）、島根県（浜田市）で自衛隊による応急給水実施中。 

・その他、給水車、給水タンク、給水袋等による応急給水を実施中。 

エ 通信（総務省情報：1月 25日 16:15現在） 

 事業者（サービス名） 被害状況等 最大被害数 ※1 

固
定
（
注
） 

NTT東日本 ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

NTT西日本 ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

KDDI ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

携
帯
電
話
等 

NTT ﾄﾞｺﾓ ・9→7局 
（石川県：1 局、島根県：2

局、山口県：2局、熊本県：
1局→復旧済み、大分県：
2局、鹿児島県：1局→復
旧済み）が停波。 

・9局 
（石川県：4 局、島根県：2
局、山口県：2 局、熊本県：
1局、大分県：2局、鹿児
島県：1局）が停波。 

KDDI(au) ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 
・14→27局 
（石川県：3→11局、富山県：
1局、福井県：1→2局、岡
山県：1局、広島県：3局、
島根県：4 局、福岡県：3
局、長崎県：5局→復旧済
み、佐賀県：2局）が停波。 
 ※いずれも隣接局にて

エリアカバーされサ
ービス影響なし。 

【PHS】 
・現時点において被害なし。 

【携帯電話】 
・27局 
（石川県：11局、富山県：1
局、福井県：2 局、岡山県：
1局、広島県：3局、島根
県：4局、福岡県：3局、
長崎県：5 局、佐賀県：2
局）が停波。 

 ※いずれも隣接局にてエ
リアカバーされサービス影
響なし。 
【PHS】 
・現時点において被害なし。 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ ・現時点において被害なし。 ・現時点において被害なし。 

◯主な原因は停電及び伝送路断 

（注）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

※1総務省への報告値の中で最大のものを記載 

オ 放送（総務省情報：1月 25日 16:15現在） 

＜テレビジョン＞ 

・島根県邑智郡美郷町の中継局（(株)山陰放送、日本海テレビジョン放送(株)、山陰 

中央テレビジョン放送(株)）１局が停波（商用電源の停電等によるもの） 

⑵ 土砂災害（国土交通省情報：1月 26日 07:00現在） 

ア がけ崩れ 
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⑶ 道 路（国土交通省情報：1月 26日 07:00現在） 

ア 高速道路 

・被災による通行止め：なし 

※雪による通行止め：15 路線（19区間） 

  

合計 1件 1名 名 2名 戸 1戸 1戸

都道府県名 市町村名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

鳥取県 1件 日南町 1件 1名 2名 1戸 1戸

○ 道路名：浜田自動車道

区間名：大朝IC～旭IC［1/24 2:10～継続中］

○ 道路名：中国自動車道

区間名：戸河内IC～六日市IC［1/24 12:25～継続中］

区間名：六日市IC～鹿野IC［1/24 15：45～継続中］

○ 道路名：山陽自動車道宇部下関

区間名：埴生IC～宇部JCT［1/24 20:10～継続中］

○ 道路名：徳島自動車道

区間名：井川池田IC～脇町IC［1/24 1：40～継続中］

○ 道路名：松山自動車道

区間名：大洲北只IC～西予宇和IC［1/24 2:30～継続中］

○ 道路名：九州自動車道

区間名：古賀IC～広川IC［1/24 2:25～継続中］

区間名：八代IC～溝辺鹿児島空港IC［1/24 1:20～継続中］

○ 道路名：宮崎自動車道

区間名：えびのJCT～高原IC［1/24 7:45～継続中］

○ 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～継続中］

○ 道路名：大分自動車道

区間名：鳥栖JCT～日田IC［1/24 2:10～継続中］

○ 道路名：長崎自動車道

区間名：鳥栖JCT～長崎IC［1/24 2:25～継続中］

○ 道路名：長崎バイパス

区間名：全線［1/24 2:15～継続中］

○ 道路名：八代日奈久道路

区間名：八代JCT～日奈久IC［1/24 7:10～継続中］

○ 道路名：鹿児島道路

区間名：鹿児島西IC～市来IC［1/24 1:15～継続中］

○ 道路名：東九州自動車道

区間名：苅田北九州空港IC～豊津IC［1/24 2:10～継続中］

区間名：豊前IC～中津IC［1/24 2:10～継続中］

区間名：末吉財部IC～隼人東IC［1/24 7:30～継続中］

○ 道路名：椎田道路

区間名：豊津IC～椎田IC［1/24 2:10～継続中］
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［解除済］ 

    

イ 公社有料 

・被災による通行止め：なし 

※雪による通行止め：9路線 

   

［解除済］ 

     
 

 

 

道路名：関越自動車道

区間名：小千谷IC～長岡JCT［1/24 14:35～1/25 2:50］

道路名：北陸自動車道

区間名：柿崎IC～三条燕IC［1/24 12:20～1/25 4:50］

道路名：中国自動車道

区間名：小郡IC～下関IC［1/24 14:30～15:45］

道路名：広島自動車道

区間名：広島北JCT～広島北IC［1/24 16:45～1/25 18:30］

道路名：松山自動車道

区間名：伊予IC～大洲IC［1/24 3:50～1/25 16:25］

道路名：関門自動車道

区間名：門司IC～下関IC［1/24 5:30～1/25 20:00］

道路名：隼人道路

区間名：隼人東IC～加治木IC［1/24 7:30～1/25 1:40］

○ 道路名：北九州高速道路

区間名：4号線春日出口～足立出口［1/24 2:35～継続中］

○ 道路名：福岡高速道路

区間名：一部区間［1/24 5:10～継続中］

○ 道路名：冷水道路

区間名：全線［1/24 15:30～継続中］

○ 道路名：厳木多久道路

区間名：全線［1/23 23:30～継続中］

○ 道路名：川平有料道路

区間名：全線［1/24 2:15～継続中］

○ 道路名：西海パールライン有料道路

区間名：全線［1/24 3:02～継続中］

○ 道路名：ながさき出島道路

区間名：全線［1/24 4:40～継続中］

○ 道路名：ながさき女神大橋道路

区間名：全線［1/24 1:40～継続中］

○ 道路名：指宿有料道路

区間名：谷山～頴娃［1/24 2:00～継続中］

道路名：福岡前原道路

区間名：全線［1/24 8:15～1/25 16:00］
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ウ 直轄国道 

・被災による通行止め：なし 

※雪等による通行止め：6 路線（9 区間） 

 

［解除済］ 

 

エ 補助国道 

・被災による通行止め：なし 

※雪による通行止め：19 路線 30 区間 

 

○ 道路名：国道8号

区間名：新潟県三条市一屋敷～新潟県長岡市川崎町［1/26 7:00～継続中］

○ 道路名：国道116号

区間名：新潟県柏崎市大字長崎～新潟県長岡市和島敦ヶ曽根［1/26 7:00～継続中］

○ 道路名：東九州自動車道

区間名：鹿児島県鹿児島市串良町～鹿児島県曽於市末吉町［1/24 7:30～継続中］

○ 道路名：国道3号（南九州西回り自動車道）

区間名：熊本県日奈久下西町～熊本県葦北郡芦北町［1/24 7:15～継続中］

区間名：鹿児島県出水市野田町～鹿児島県阿久根市鶴川［1/24 6:10～継続中］

区間名：鹿児島県薩摩川内市水引町～鹿児島県いちき串木野市大里［1/24 1:15～継続中］

○ 道路名：国道497号（西九州自動車道）

区間名：福岡県糸島市二丈鹿家～佐賀県伊万里市南波多町［1/24 3:40～継続中］

区間名：佐賀県伊万里市山代町～長崎県松浦市今福町［1/24 4:30～継続中］

○ 道路名：国道203号（厳木バイパス）

区間名：佐賀県唐津市相知町～佐賀県多久市北多久町［1/23 23:30～継続中］

道路名：国道3号（黒崎バイパス）

区間名：福岡県北九州市八幡東区東田～福岡県北九州市八幡西区陣原［1/24 2:30～1/25 18:20］

道路名：国道497号（西九州自動車道）

区間名：長崎県佐世保市矢岳町～長崎県北松浦郡佐々町［1/24 3:45～1/26 6:00］

道路名：松山道

区間名：西予宇和IC～宇和島北IC［1/24 3:15～1/25 17:40］

道路名：国道56号大洲道路

区間名：大洲IC～大洲北只IC［1/24 4:00～1/25 18:45］

○ 道路名：国道197号（名坂道路）

区間名：愛媛県八幡浜市大平～愛媛県八幡浜市保内町喜木［1/24 8:25～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［1/23 15:00～継続中］

○ 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～継続中］

○ 道路名：国道202号

区間名：長崎県長崎市旭町～長崎県長崎市尾上町［1/24 0:35～継続中］

○ 道路名：国道251号

区間名：長崎県諫早市森山町田尻～長崎県雲仙市愛野町甲［1/24 5:50～継続中］

区間名：長崎県南島原市深江町～長崎県島原市下折橋町［1/24 11:00～継続中］

○ 道路名：国道328号

区間名：鹿児島県さつま町平川～鹿児島県出水市武本［1/24 6:00～継続中］

区間名：鹿児島県薩摩川内市入来町～鹿児島県鹿児島市郡山町［1/24 13:00～継続中］
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［解除済］ 

 

 

○ 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～継続中］

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～継続中］

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～継続中］

○ 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503号

区間名：宮崎県嘉西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所谷下～宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ッ山飯干［1/24 8:00～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］

区間名：福岡県田川市猪国～福岡県嘉麻市下山田［1/25 16:20～継続中］

○ 道路名：国道221号

区間名：熊本県人吉市大畑町～熊本県人吉市矢岳町（宮崎県境）［1/24 8:30～継続中］

区間名：宮崎県えびの市大字末長（熊本県境）～宮崎県えびの市大字小田［1/24 8:30～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268号

区間名：熊本県水俣市石坂川～熊本県水俣市越木場（鹿児島県境）［1/24 14:00～継続中］

区間名：鹿児島県伊佐市大口小川内（熊本県境）～鹿児島県伊佐市大口山野［1/24 14:00～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］

○ 道路名：国道371号

区間名：和歌山県伊都郡高野町高野山～田辺市龍神村龍神（高野龍神スカイライン）［1/25 7:00～継続中］

○ 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～継続中］

○ 道路名：国道213号

区間名：大分県速見郡日出町大神～大分県杵築市大字南杵築［1/24 19:00～継続中］

○ 道路名：国道443号

区間名：熊本県八代市東陽町南～熊本県八代郡氷川町立神［1/25 13:30～継続中］

○ 道路名：国道498号

区間名：佐賀県武雄市朝日町中野～佐賀県武雄市若木町川古［1/25 15:00～継続中］

道路名：国道193号

区間名：徳島県吉野川市美郷字倉羅～徳島県名西郡神山町上分入手［1/24 12:00～1/25 17:30］

道路名：国道385号

区間名：福岡県福岡市博多区美野島～福岡県福岡市博多区博多駅南［1/24 20:00～1/25 16:00］

道路名：国道267号

区間名：熊本県人吉市木地屋町～熊本県人吉市西大塚町（鹿児島県境）［1/24 12:30～1/25 16:00］

区間名：鹿児島県伊佐市大口木ノ氏（熊本県境）～鹿児島県伊佐市大口木ノ氏［1/24 12:30～1/25 16:00］
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オ 都道府県道、政令市道（1月 26 日 07:00 現在） 

・計 113 区間で通行止め 

・福島県   1区間（降雪） 

・栃木県   1区間（降雪） 

・石川県   2区間（倒木）  

・島根県    3区間（降雪、倒木 2）  

・徳島県    3区間（降雪）  

・香川県    1区間（降雪）  

・愛媛県    2区間（降雪） 

・高知県   3区間（降雪） 

・福岡県   41 区間（降雪）  

・佐賀県    7区間（降雪）  

・長崎県    2区間（降雪）  

・熊本県   13 区間（降雪）  

・大分県    2区間（降雪）  

・宮崎県    3区間（降雪）  

・鹿児島県   24区間（降雪）  

・福岡市    4区間（降雪）  

・北九州市  1区間（降雪） 

 

 

<<参考：災害対策基本法第 76条の 6 第 1 項に基づく区間指定実績>> 

（内閣府調べ：1 月 25 日 15:00現在） 

・計 12区間で指定（うち 1 区間は指定解除済） 

■路 線 名：国道 32号 

指定区間：香川県仲多度郡まんのう町買田 ～ 高知県長岡郡大豊町高須 

指定日時：1月 24日 14:30～ 

■路 線 名：国道 33号 

指定区間：高知県高岡郡越知町横倉丙 ～ 愛媛県伊予郡砥部町千足 

指定日時：1月 24日 14:30～ 

■路 線 名：国道 56号 

指定区間：愛媛県南宇和郡愛南町正木 ～ 愛媛県伊予市市場 

指定日時：1月 24日 14:30～ 

■路 線 名：国道 192号 

指定区間：愛媛県四国中央市川之江町 ～ 徳島県三好郡東みよし町毛田 

指定日時：1月 24日 14:30～ 

■路 線 名：国道 8号 

指定区間：新潟県糸魚川市寺島 ～ 新潟県糸魚川市市振 

指定日時：1月 24日 14:30 ～ 1月 25日 08:30 
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■路 線 名：国道 3号 

指定区間：熊本県八代市日奈久下西町 ～ 熊本県水俣市古城 1丁目 

指定日時：1月 25日 00:15～ 

■路 線 名：国道 116号 

指定区間：新潟県柏崎市大字長崎 ～ 新潟県三島郡出雲崎町大字小木 

指定日時：1月 25日 10:00～ 

■路 線 名：国道 194号 

指定区間：愛媛県西条市藤之石 ～ 愛媛県西条市中野 

指定日時：1月 24日 22:00～ 

■路 線 名：国道 320号 

指定区間：愛媛県宇和島市柿原 ～ 愛媛県鬼北町今在家 

指定日時：1月 24日 22:00～ 

■路 線 名：国道 378号 

指定区間：愛媛県八幡浜市保内町磯崎 ～ 愛媛県八幡浜市保内町宮内 

指定日時：1月 24日 22:00～ 

■路 線 名：国道 378号 

指定区間：愛媛県大須市長浜町沖浦 ～ 愛媛県大須市長浜町出海 

指定日時：1月 24日 22:00～ 

■路 線 名：県道大洲長浜線 

指定区間：愛媛県大須市五郎 ～ 愛媛県大須市長浜町沖浦 

指定日時：1月 24日 22:00～ 

カ 孤立情報（1 月 26 日 07:00現在） 

【孤立情報：1地区】 

○日  時：1月 24日 20時 20分～ 1月 25日 17時 00分 
  道路名：島根県 美都澄川線（倒木） 
  地区名：島根県益田市美都町（16 名） 
  人的・物損被害：なし 
  孤立集落：11世帯 16名  
  原 因：降雪による倒木 
  状 況：ライフライン確保済 
  その他：1月 25日 17時 00分 孤立解消 
 
○日  時：1月 25日 17時 10分～  
 場  所：島根県川本町川本～邑南町八色石 
 道路名：島根県 仁摩邑南線（倒木） 
 人的・物損被害：なし 
 孤立集落：1世帯 3名 
 原 因：倒木 
 状 況：ライフライン確保済      
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⑷ 交通機関（国土交通省情報：1月 26日 07:00現在） 

ア 鉄道 

・施設被害：被害情報なし 

・運行状況：新幹線 運転休止区間なし 

在来線 5 事業者 12 路線 運転休止 

 

 

 

ＪＲ東日本 信越線 長岡～新津 1/25 始発 1/26 始発

ＪＲ東日本 只見線 会津坂下～会津川口 1/25 始発 1/25 17:38

JR東日本 只見線 小出～只見 1/24 17:40

ＪＲ東日本 磐越西線 喜多方～馬下 1/24 9:15 1/26 始発

ＪＲ東日本 越後線 柏崎～吉田 1/24 13:52 1/26 始発

JR東日本 羽越線 新発田～村上 1/24 15:57 1/26 始発

JR東日本 羽越線 新津～新発田 1/25 始発 1/26 始発

JR東日本 羽越線 村上～酒田 1/25 始発 1/26 始発

JR東日本 上越線 六日町～宮内 1/24 17:57 1/26 始発

JR東日本 上越線 水上～六日町 1/25 始発 1/26 始発

JR東日本 弥彦線 東三条～弥彦 1/25 始発

ＪＲ東日本 五能線 板柳～川部 1/25 11:35 1/25 17:46

ＪＲ西日本 木次線 出雲横田～備後落合 1/23 始発

ＪＲ西日本 因美線 智頭～美作加茂 1/23 始発 1/25 19:43

ＪＲ西日本 三江線 江津～三次 1/24 始発

ＪＲ西日本 芸備線 東城駅～備後落合 1/26 始発

ＪＲ九州 筑豊線 桂川～原田 1/24 始発

ＪＲ九州 日田彦山線 田川後藤寺～夜明 1/24 始発

ＪＲ九州 肥薩線 八代～人吉 1/24 始発 1/26 始発

ＪＲ九州 肥薩線 人吉～吉松 1/24 始発

ＪＲ九州 肥薩線 吉松～隼人 1/24 始発 1/26 始発

ＪＲ九州 日豊線 国分～西都城 1/25 始発 1/25 14:44

ＪＲ九州 吉都線 吉松～都城 1/24 始発 1/26 始発

ＪＲ九州 大村線 早岐～諫早 1/24 11:10 1/25 16:51

ＪＲ九州 長崎線 肥前山口～長崎 1/24 12:40 1/25 15:02

ＪＲ九州 長崎線 喜々津～長与 1/26 始発

ＪＲ九州 唐津線 久保田～多久 1/24 12:40 1/25 14:28

松浦鉄道 西九州線 有田～佐世保 1/24 8:15

島原鉄道 島原鉄道線 諫早～島原外港 1/24 11:15 1/25 18:01

平成筑豊鉄道 田川線 犀川～田川伊田 1/24 13:48 1/26 始発

甘木鉄道 甘木線 基山～甘木 1/24 14:30 1/25 15:56

万葉線 高岡軌道線 六渡寺～高岡駅 1/24 12:30

万葉線 新湊港線 越ノ潟～六渡寺 1/24 12:30
あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道線 黒部～市振 1/24 13:10 1/25 18:15
えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン 市振～糸魚川 1/24 13:30 1/25 18:15

福井鉄道 福武線 福井駅前～市役所前 1/25 8:16 1/25 14:58

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東日本 信越線 柏崎～長岡 1/24 18:00 1/26 始発

JR東日本 信越線 直江津～柏崎 1/24 20:00 1/26 始発
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イ 自動車 

・高速バス：101路線で運休又は一部運休中 

・自動車道：1 路線で通行止め 

 

ウ 海事 

・22 事業者 23 航路で運休中。1 事業者 1 航路で運航再開。 

エ 航空 

・空港施設：現時点で被害情報なし 

・欠航便 ：国内線 2 便(JAL1便、ANA1便) 

⑸ 港湾関係（国土交通省情報：1月 26日 07:00現在） 

ア 港湾施設 

 

イ 港湾局所管海岸保全施設 

・現在のところ被害情報なし 

⑹ 農林水産関係（農林水産省情報：1月 25日 15:00現在） 

※以下は、1月 17日からの大雪等による被害を含む 

区分 主な被害 

 

被害数 

 

被害額 

（億円） 

被害地域 

（現在20都道府県から報告あり） 

農作物等 

 

 

 

 

 

 

 

農作物の損傷 

 

29.51ha 

 

0.7 

 

宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、 

千葉県、石川県、三重県 

農業用ハウス等

の損壊 

 

 

2,120件 

 

 

 

6.9 

 

 

 

北海道、岩手県、宮城県、山形県、 

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

山梨県、長野県、静岡県、石川県、 

岐阜県、三重県、京都府、島根県 

畜舎等の損壊 10件 

 

0.2 

 

北海道、岩手県、宮城県、山形県、 

静岡県 

小計   7.8  

林野関係 特用林産施設等 1箇所 0.02 群馬県 

小計   0.02  

合計   7.8  

注：被害については、現時点で判明しているものを記載しており、引き続き調査中。 

事業者名 路線名 被害状況

津峯観光㈱ 津峯スカイライン 通行止め

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）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 地区名 被害状況

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）
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⑺ 文教施設関係（文部科学省情報：1月 25日 16:00） 

  ・現在のところ被害情報なし 

⑻ 医療施設関係（厚生労働省情報：1月 25日 16:30） 

  ・現在のところ被害情報なし 

⑼ 社会福祉施設関係（厚生労働省情報：1月 25日 16:30） 

  ・現在のところ被害情報なし 

５ 政府の対応 

⑴  官邸の対応 

・官邸情報連絡室設置（1月 24日 16:30） 

⑵ 関係省庁災害警戒会議 

・大雪等に係る関係省庁災害警戒会議を開催し、今後の気象の見通し及び各省庁の対応

状況を確認するとともに、週末の情報収集体制を確認（1月 22日 16:00） 

⑶ 自衛隊災害派遣（防衛省 1月 26日 07:00現在） 

① 島根県における給水支援に係る災害派遣 

ア 概要 

・要請日時 ：平成 28年 1月 25日（月）17時 50分 

・要請元  ：島根県知事 

・要請先  ：陸上自衛隊第 13偵察隊長（出雲） 

・要請の概要：給水支援 

・発生場所 ：島根県浜田市 

イ 経緯 

・平成 28年 1月 25日（月）、島根県浜田市において、水道管の凍結・破損により給 

水能力が低下し断水した地域が発生したため、同日 17時 50分、島根県知事から 

陸上自衛隊第 13偵察隊長に対し、給水支援に係る災害派遣要請があった。 

さらに、同月 26日（火）安来市においても、給水支援に係る追加の派遣要請があ 

った。 

ウ 派遣規模等 

・派遣部隊：陸自 第 13偵察隊（出雲）、第 304施設隊（出雲）、 

島根地方協力本部（松江） 

・派遣規模：人  員 8名 

車  両 7両（水トレーラー3両含む） 

その他 LO人員 5名、LO車両 2両 

② 福岡県における給水支援に係る災害派遣 

ア 概要 

・要請日時 ：平成 28年 1月 26日（火）04時 30分 
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・要請元  ：福岡県知事 

・要請先  ：陸上自衛隊第 4特科連隊長（久留米） 

・要請の概要：給水支援 

・発生場所 ：福岡県大牟田市 

イ 経緯 

・平成 28年 1月 25日（月）、福岡県大牟田市において、水道管の凍結・破損により 

給水能力が低下し断水した地域が発生したため、同月 26日（火）04時 30分、福 

岡県知事から陸上自衛隊第４特科連隊長に対し、給水支援に係る災害派遣要請が 

あった。 

ウ 派遣規模等 

・活動状況確認中 

６ 各省庁等の対応 
⑴ 内 閣 府の対応 

・内閣府防災ツイッター等により、国民への情報発信を実施 

（22日 18:24、23日 17:13、24日 17:44）   https://twitter.com/CAO_BOUSAI 

⑵ 警 察 庁の対応 

・１月 18日に設置した「雪害情報連絡室」において、情報収集を実施。 

・各都道県警察において、孤立地区住民の安否確認、除雪時における事故、車両の立ち 

往生等の個別の通報に対する対応を実施。 

⑶ 消 防 庁の対応 

・全都道府県に対し「強い冬型の気圧配置に伴う大雪について」の警戒情報を発出（1 月 

22 日 17:17） 

⑷ 海上保安庁の対応 

・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。 

⑸ 防  衛  省の対応 

ア 情報収集態勢等の強化（1月 23日～） 
・陸上自衛隊：第 4師団司令部［福岡］（23日～25 日） 

       第 5施設団［小郡］（23日～） 

       第 8師団司令部［北熊本］（24日～） 

       第 15普通科連隊［善通寺］（24日～25日） 

       第 14施設隊［徳島］（24日～25日） 

第 13旅団司令部［海田市］（25日～） 

       第 2高射特科団［飯塚］（25日～） 

https://twitter.com/CAO_BOUSAI
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・海上自衛隊：鹿屋航空基地［鹿屋］（24日） 

⑹ 文部科学省の対応 

・各都道府県教育委員会等関係機関に対し「降積雪期における防災態勢の強化等につい 

て」の通知を発出（平成 27年 11月 18日）。 

・関係都道府県教育委員会等に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒の安全 

確保等を要請（1月 22日、25 日）。 

⑺ 農林水産省の対応 

・大雪による育苗用施設の被害防止に向けた技術指導の徹底及び農業共済の対応につい

て政策統括官、経営局から通知を発出（1月 22日） 

⑻ 国土交通省の対応 

ア 会議等 

・国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（1月 22日 15:00） 

イ リエゾンの派遣【6 県 1 市（最大）へ、のべ 17人・日派遣(1/24～26)】 

・四国地方整備局より、1 県 1 市へ、のべ 3 人・日派遣(1/25～26)。 
   
 
 
 
 
 
 
 

・九州地方整備局より、5 県（最大）へ、のべ 14 人・日派遣(1/24～25)。 

          月日 
派遣場所 

1 
合計 

24 25 

熊本県庁 2   2 

鹿児島県庁 2 2 4 

佐賀県庁 2   2 

福岡県庁 2   2 

大分県庁 2 2 4 

合 計  10 4 14 

ウ TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣 

・除雪作業支援(スタック車両の排除)のため、四国地方整備局より 2名を愛媛県八幡 

浜市(国道 378号)に派遣(1月 25日)。 

⑼ 気 象 庁の対応 

・気象庁では、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。 

７ 関係地方公共団体の対応（消防庁情報：1月 26日 07:30現在） 

⑴ 災害対策本部の設置状況 

三重県：1月 25 日 07:23 災害対策本部 設置 

        1月 25 日 12:03  災害対策本部 廃止 

          月日 
派遣場所 

1 
合計 

25 26 

愛媛県庁 1   1 

愛媛県（八幡浜支局） 1   1 

徳島県三好市   1 1 

合 計  2 1 3 


