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福 井 県 災 害 対 策 本 部

令和３年１月７日からの
大雪による影響について





大雪による影響について

通行規制状況の一覧

土木部

R3/1/17 11:00現在

事務所名 路線名 規制区間 延長 日時 理由 状況

(1) 奥越 (一)上小池勝原線(173)
大野市下打波から
大野市東勝原まで

2.7km 01月08日 16:00から
(全面通行止)雪崩
の恐れのため通行
止め

継続中

(2) 三国 (一)龍ヶ鼻ダム公園線(259)
坂井市丸岡町山口から
坂井市丸岡町山口まで

1.2km
01月09日 04:50から
01月16日 12:00まで

(全面通行止)除雪
による通行止め

解除

(3) 福井 (国)364号
福井市宇坂大谷町から
吉田郡永平寺町志比まで

2.9km 01月09日 06:30から
(全面通行止)雪崩
の恐れのため通行
止め

継続中

(4) 三国 (国)364号
坂井市丸岡町上久米田から
石川県加賀市山中温泉我谷
町まで

14.0km
01月09日 23:30から
01月16日 12:00まで

(全面通行止)除雪
による通行止め

解除

(5) 三国 (主)丸岡川西線(10)
坂井市丸岡町山竹田から
坂井市丸岡町川上まで

4.2km
01月10日 04:00から
01月16日 12:00まで

(全面通行止)除雪
による通行止め

解除



県および市町の道路雪対策について

○県管理道路の取り組み
・病院周辺、バス路線、ＩＣアクセス道路、物流道路の一次除雪、拡幅除雪、交差点部の排雪
・中部縦貫自動車道や越美北線に並走する国道１５８号、４１６号の集中除雪 → 完了
・フェニックス通り福井鉄道軌道敷の除雪 → 完了
・奥越方面のオイルロードの確保 → 完了
・主要な道路の拡幅除雪 → 完了
・交差点の除排雪、歩道除雪を実施
・バス路線を事業者、市町と連携して除雪

○市町への支援
・福井市排雪場へのアクセス道路を県が除雪：花月橋付近、不死鳥大橋付近 → 完了
・国道８号の広域迂回となるフルーツライン（あわら市）、市道のバス路線、えちぜん鉄道踏切前後、および
えちぜん鉄道パーク＆ライド駐車場を県が除雪（永平寺口駅、西長田駅） → 完了

・県道と市道の交差点を県が排雪 → 作業中
・職員派遣（広域応援のニーズの確認、応援の受け入れ作業の支援や除雪状況の確認等のため）
（福井市(4)・坂井市(0)・大野市(1)・勝山市(1)・永平寺町(0) （計６名））

・除雪状況
福井市 ：最重点除雪路線は１４日に２車線確保済、１７日中に完了予定、

その他一般路線は１７日中に通行可能とすることを目標
坂井市 ：最重点除雪路線は完了、その他一般路線は１７日中に完了予定
大野市 ：最重点除雪路線は１７日中に完了予定
あわら市：全路線完了
永平寺町：全路線完了
勝山市 ：最重点除雪路線は１５日に完了

○除雪機械応援
県※1 → 県 ３２台（福井土木、三国土木）
県※1 → 市町 ２１台（福井市８、坂井市５、鯖江市３、越前町３、勝山市１、あわら市１）
広域※2 → 県・市町 １５７台（県６５、福井市７７ 、勝山市６ 、永平寺町６ 、坂井市３）

（※１：福井県建設業協会[丹南建設開発機構、敦賀建設業協会、若狭地区建設業会]）

（※２：関西広域連合[滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県]、中部９県１市広域災害時等応援連絡協議会[岐阜県]、近畿地方整備局、日本建設業連合会、

福井運輸支局、福井県トラック協会）

土木部

R3/1/17 11:00現在

全体延長 除雪完了延長 進捗 完了目標

最重点除雪路線
（国道158号など）

１８０km １８０km １００％ 完了

その他の一般道路
（春江川西線など）

７９６km ７９０km ９９％
雪崩のおそれのある
危険な箇所を除き完了

（福井土木、三国土木、奥越土木の状況）



公共交通機関の影響について 地域戦略部

○バス

R3/1/17 11:00現在

○鉄道 1/17（日）、 1/18（月）ともすべて平常通り運行

1/17（日）の予定 1/18（月）の予定

路線
バス

京福バス
・57路線中 15路線が運行予定
（一部特別ダイヤ、迂回あり）

・福井駅⇔福井県立大学・福井大学松岡キャンパス
臨時直行バスを運行（16日、17日）
17日（日）
行き 福井駅 7:20発
帰り 福大松岡キャンパス 18:10発 県立大学 18:20発

福鉄バス（嶺北）
・10路線中 9路線が運行予定（一部迂回あり）

京福バス
・路線バス全線運行予定
（一部特別ダイヤ、迂回あり）

福鉄バス（嶺北）
・10路線中 9路線が運行予定（一部迂回あり）

高速
バス

東京線 全便運休

大阪線 全便運休

名古屋線 一部運休

小松空港連絡バス 全便運休

※コロナウイルスの影響による運休

東京線 全便運休

大阪線 全便運休

名古屋線 一部運休

小松空港連絡バス 全便運休

※コロナウイルスの影響による運休



１ 人的被害

被害状況について 安全環境部

R3/1/17 11:00現在

傷病の程度 人数

死亡 5

重傷 16

中等傷 7

軽傷 64

合 計 92

（１）軽傷（前回報告からの追加：１件）

傷病の程度 人数 発生日 市町名 男女別年齢 状況

軽傷 1名 1/16 福井市 65歳男性 除雪作業中に負傷



被害状況について 安全環境部

２ 物的被害（前回報告から変更なし）

被害の程度 件数

全壊 1

半壊 1

一部損壊 2

床上浸水 2

床下浸水 14

合 計 20

（住家）

被害の程度 件数

半壊以上 2

合 計 2

（非住家）
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大雪による影響について 農林水産部

状 況 備 考

農業用施設

農業用ハウスの損壊 ３５２棟
福井市 ８８棟 鯖江市 １８棟
永平寺町 ５棟 越前市 ３棟
あわら市 １８棟 越前町 １７棟
坂井市 ６６棟 池田町 １棟
大野市 ８７棟 南越前町 ４棟
勝山市 ４５棟

水産業
漁港施設（防波堤）の損壊 １か所

福井市 １か所

農林水産施設の被害状況

R3/1/17 11:00現在

農業者向け相談窓口

・１８日（月）に各農林総合事務所、ＪＡに被災農家相談窓口を設置
・２６日（火）から各ＪＡにおいて、農業経営支援資金（災害資金）の貸付の受付を開始



大雪による影響について 教育庁・総務部

状 況 備 考

1/18（月）からすべての県立学校で通常どおり授業を実施予定

状 況 備 考

1/18（月）からすべての市町立学校で通常どおり授業を実施予定

県立学校（高等学校、特別支援学校、高志中学校）の臨時休業等の情報

市町立学校（小中学校）の臨時休業等の情報

R3/1/17 11:00現在

高等教育機関、私立学校の臨時休業等の情報

状 況 備 考

勝山市内の私立学校を除き、1/18（月）からすべての学校で通常ど
おり授業を実施予定

1/18 休校

かつやま子どもの村中学校

かつやま子どもの村小学校



大雪による影響について 警察本部

状 況 等

救 出 救 助 活 動 等

○機動隊及び高速隊 滞留車両に対する安否確認、物資配布、脱出補助等
→ 北陸自動車道、中部縦貫道、主要道路

○各警察署及び執行隊 立ち往生車両に対する脱出補助等
→ 立ち往生1,314件（うち大型車両１９６件）

○各警察署及び捜査一課 死亡事案に伴う検視
→ ５件

交 通 事 故 処 理
○各警察署及び執行隊 交通事故処理件数484件

→ 人身事故49件、物損事故435件
※ 大雪に関係する事故のみ計上（110番通報のみ）

交 通 規 制 ○各警察署及び執行隊 国道８号主要交差点等

情 報 収 集
○警察ヘリ「くずりゅう」 官邸及び県対策本部へのヘリテレ映像送信
○中部管区機動警察通信隊 警察庁及び県警察対策室へのモバイル映像送信

関係機関との連携

○本部及び警察署 陸上自衛隊災害派遣部隊の連絡誘導
→ 第１４普通科連隊、第１０戦車大隊、第３５普通科連隊

○本部及び警察署 国道８号集中除雪に伴う除雪車の先導等（パック走行）
○警察署 緊急燃料輸送タンクローリーの先導（福井・勝山）
○警察署 医療機器の緊急搬送（福井）
○警察署 排雪搬送車両の対応（福井）

情 報 発 信
○県警Twitterによる渋滞状況に関する画像の配信（注意喚起）
○交通情報板、情報センター等による渋滞情報の提供

R3/1/17   11:00現在

県警察の活動状況



大雪による影響について 警察本部

R3/1/17 11:00現在

※ 赤線：時速10㎞以下で渋滞している区間 ピンク線：時速10㎞～15㎞で渋滞している区間

渋滞状況（１月１６日（土）午前８時）



大雪による影響について 警察本部

R3/1/17 11:00現在

※ 赤線：時速10㎞以下で渋滞している区間 ピンク線：時速10㎞～15㎞で渋滞している区間

渋滞状況（１月１７日（日）午前８時）



県民のみなさまへのお願い R3/1/17

○マイカーのご利用を控え、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。

○除雪や屋根の雪下ろしは、各地域でお互い助け合いながら、落雪や転落
に十分注意してください。

○事業者のみなさまにおいては、引き続き可能な限りテレワークにご協力
をお願いします。


