
大雪に関する部局長会議（第２回）

日時：平成２３年１月３１日（月）

１３時３０分～

場所：県庁１０階 １００１会議室

次第

１ 開会

２ 議題

（１）今後の気象情報について

（２）現在の状況および今後の対応について

（３）陸上自衛隊への災害派遣要請について



平成23年1月31日
１３時００現在

危機対策・防災課

大雪の対応状況について

（平成23年1月29日～）

１ 注警報発表状況

1月31日
5：30 大雪警報 ・・・嶺北南部、嶺南東部

大雪注意報 ・・・嶺北北部、奥越、嶺南西部
雷・なだれ・低温・着雪注意報 ・・・全市町
波浪注意報 ・・・沿岸市町全域

11：21 大雪注意報 ・・・全市町 （※大雪警報は11時24分に解除）
雷・なだれ・着雪注意報・・・全市町
波浪注意報 ・・・沿岸市町全域

２ 積雪深・降雪
（１月３１日１２時現在 単位：cm）

気象台
観測所 積雪深

24時間
降雪量

累積降雪量
(H22.11.1～H23.1.30)

平成１８年豪
雪最大積雪深

観測史上最大深
（38豪雪以降）

福井
117 41 315 95 213

武生
114 41 349 92 92

大野
184 29 545 162 262

九頭竜
246 39 543 241 267

今庄
237 73 504 174 236

敦賀
76 47 137 73 196

小浜
63 6 217 43 135



３ 道路の状況（１／３１）
① 高速道路
・2:50～北陸自動車道 下り長浜ＩＣ～今庄ＩＣ通行止め
・9:00～ 北陸自動車道 上り福井ＩＣ～木之本ＩＣ通行止め
＜渋滞状況＞
・10:00 上り（今庄～敦賀）300台 下り（敦賀～今庄）：500台
＜対応状況＞

9:00 おにぎり、水、簡易トイレを配置
除雪 上り：フル稼働で除雪中 下り：敦賀から車両が入れない状態

② 国道
・国道８号（越前市塚原交差点から敦賀市田結）でｽﾘｯﾌﾟ車両2台が車線を塞ぎ通行止め

2:20 敦賀ﾄﾝﾈﾙを中心に北進渋滞3Km、南進10km
3:30 ｽﾘｯﾌﾟ車両の移動開始
4:00 複数の大型車を移動させるため更に時間がかかる見込み
8:00 現在 南進の滞留車両を通行止め区間から出している状況
11:30 大比田～敦賀ﾄﾝﾈﾙ間に停滞している車両（ほとんどﾄﾗｯｸ）100台に食糧配布開始
13:50 滞留最後尾 敦賀市麻生口～新道

＜渋滞状況＞
10:00 具谷地係 南進 150台 北進30台

＜対応状況＞
12:50 陸上自衛隊が現地の状況確認

・国道３６５号でﾄﾚｰﾗｰがスリップし通行止め
2:30 南越前町大門ｽﾘｯﾌﾟした大型車を除去中

孫谷 乗用車ｽﾘｯﾌﾟ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰが現場に向かっている
3:10 大門の大型車2台のうち1台の除去作業完了

今庄～木の芽峠間拡幅作業中
3:40 孫谷で雪崩発生
4:35 大門で車両をUﾀｰﾝさせている。
8:00現在 スキー場まで除雪車が進んでいる状況。
12:00現在 滞留車両なし。大門～木ノ芽峠トンネル間除雪実施中。

・しおかぜラインで倒木のため全面通行止め
2:30 赤萩 雪崩除去開始
3:05 赤萩 雪崩除去完了
4:10 倒木の撤去は終了したが除雪作業中
5:40 元比田地係でスリップした大型車両の撤去完了。
8:00現在 元比田で倒木あり。除去作業中。除雪は敦賀側・南越前町側から実施中。
12:00現在 新たに土砂流出、倒木撤去あり。滞留車両はなし。

・国道３６４号で雪崩による通行止め
12:30 福井市宇坂大谷～永平寺町志比（3km）通行止め

・国道１６１号で除雪のため通行止め
11:40 滋賀県野口交差点にて北進車両通行止め
13:50 滞留長最後尾 敦賀市疋田

・国道８号で除雪のため通行止め
11:55 滋賀県塩津にて北進車両通行止め

・国道１５８号 大野市中休交差点～岐阜県境（35km）大型車通行止め
17:00～9:00（予定）雪崩・スリップ防止の対策除雪中



③県道
・敦賀-柳ヶ瀬線で雪崩の恐れのため通行止め（3:30～）
・別所朝日線 福井市西別所町～越前町野田で倒壊家屋撤去のため片側交互通行（12:00～）
＜1/29以前の情報＞
・福井四ヶ浦線（滝波）で土砂崩れのため全面通行止（1/2～）迂回路あり

（梅浦）で法面崩壊のため大型車通行止（1/26～）迂回路あり
・鯖江美山線（金谷）で雪崩のおそれがあるため全面通行止（1/21～）迂回路あり

４ 鉄道の運行状況（１／３１）
ＪＲ北陸本線
（上り）
・しらさぎ16号：南今庄駅～今庄駅間(今庄ﾄﾝﾈﾙ内)に停車中（列車ﾎﾃﾙ 250名）
ラッセル車で敦賀駅に牽引予定（到着次第、昼食を提供）

・サンダーバード40号：今庄駅で停車中（列車ﾎﾃﾙ 500名）
・サンダーバード42号：武生駅で停車中（14名を武生駅前のﾎﾃﾙに移動済み）
・サンダーバード44号：福井駅で停車中（列車ﾎﾃﾙ 100名）
・普通列車：南今庄駅で停車（15名を鯖江駅前のﾎﾃﾙに移動済み）、車両は4:50敦賀駅着
・普通列車：南条駅で停車中（13名を鯖江駅前のﾎﾃﾙに移動済み）
・普通列車：武生駅で停車中（24名を鯖江駅前のﾎﾃﾙに移動済み）

（下り）
・北陸線サンダーバード37号：今庄駅で停車中（列車ﾎﾃﾙ 230名）
・しらさぎ15号：敦賀駅で停車中（列車ﾎﾃﾙ 400名）
・普通列車：敦賀駅で停車中（列車ﾎﾃﾙ 60名）

＜ＪＲの対応状況＞
・今庄→飲み水360本、カロリーメイト600箱を輸送→5:15到着
朝・炊き出し・おにぎり1000食（6:00福井発→7:05武生ＩＣ着→今庄駅7:50到着予定）
昼・パン配布済

・福井→朝・昼パン、飲み物配布→配布済
・敦賀→朝・昼パン、飲み物配布→配布済

＜県の対応状況＞
・南越前町からクラッカー(600食)を配布→7:10到着

＜ＪＲの今後の対応＞
・１８時までは全ての列車を運転休止
・午後の復旧を目指す
・ロータリー車４台 ５０人体制→８０人に増員（南今庄～南条）

ＪＲ越美北線
・下り 始発から18:00まで運転休止（バスによる代行運行）
・上り 始発から18:00まで運転休止（バスによる代行運行）

ＪＲ小浜線
・上下線とも18:00まで運転休止（バスによる代行運転無し）

えちぜん鉄道
・三国あわら線 上下線ともｽﾄｯﾌﾟ（バスによる代行運転無し）
・勝山永平寺線 上下線ともｽﾄｯﾌﾟ（バスによる代行運転５台）

福井鉄道
・上下線とも運休



５ 県内の被害状況等（人的・物的被害） （1月30日16:00現在）
・人的被害 死者５人 負傷者３９人（内、重症１５人、軽傷２４人
・住家被害 ３件（内、一部破損１件 床上浸水１件 床下浸水１件）
・非住家被害 ３件（全て全壊）

６ 学校等への影響（１／31 12:00現在）
＜公立学校＞

・臨時休校
高校２５／３７校中
中学校 休校１２／７６校中
小学校 休校２９／２０３校中
特別支援学校 休校 ４／１１校中

＜私学＞
・臨時休校

高等教育機関 休校７／８校中（休校の内、１校は午後から）
高 校 休校７／７校中
中学校 休校４／４校中
小学校 休校１／１校中
幼稚園 休校９、自由登園７、始業・下校時間の変更３／３２園中
専修学校 休校１２／１５校中

・その他
幼稚園 ７校（自由登校）、３校（始業・下校時間の変更）

・物的人的被害
倒木１本（福井高専）

７ 県の対応状況
1月28日（金）
「雪に関する関係課長連絡会議」開催

1月29日（土）
・危機対策・防災課→警戒態勢（5人体制）道路保全課→警戒準備態勢（3人体制）
・降雪が多い 11 市町の副市町長へ、雪に対する体制強化と住民への除雪作業時の注意喚起
等の周知徹底を要請

1月30日（日）
・建設業連合会・各地区建設業会、森林組合連合会・各森林組合に対して、屋根雪下ろし作
業への協力要請

・冬季道路情報連絡室設置（土木部職員2名を福井河川国道事務所に派遣）
1月31日（月）
・市町、消防に対して大雪警報等の発表に伴い注意喚起（FAX）
・県災害対策連絡室設置（1:30）
・気象台から今後の気象情報について説明（3:00）
・県災害対策連絡室会議開催（4:00）
・第１回大雪に関する連絡会議開催（9:00）



８ 市町の対応状況等
・大野市 1月27日 雪害対策連絡室設置、

1月29日 雪害対策本部設置（雪害対策連絡室から移行）
・南越前町 1月27日 雪害対策本部設置
・勝山市 1月29日 雪害対策室設置
・越前町 1月31日 雪害対策連絡室設置予定
・越前市 1月31日 雪害対策本部設置（7:30）
・池田町 1月31日 雪害対策本部設置（8:30）
・永平寺町 1月31日 雪害対策室設置（8:30）
・鯖江市 1月31日 雪害対策本部設置（8:30）
・敦賀市 1月31日 雪害対策本部設置（9:00）
・坂井市 1月31日 雪害対策連絡室設置（9:30）


