
平成２６年１２月１９日

お 知 ら せ

件 名 平成26年12月16日からの低気圧（暴風雪）による災害情報（第5報【終報】）について

お知らせ内容

北海道開発局では、平成26年12月16日からの低気圧による災害情報（第5報12月19日17

時30分現在【終報】）をとりまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。

所 属 役 職 名 氏 名 電 話 番 号
問

７０９－２３１１
合 北海道開発局 防災企画官 阿部 修也 内線５９５４

事業振興部 防災課
せ

北海道開発局 ７０９－２３１１
先 事業振興部 防災課 防災専門官 森田 茂雄 内線５９１１



※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。

※直轄被災の情報を主に掲載しています。

※　（二重下線）は前回からの変更箇所を表示しています。

１．所管施設等の状況
○ 国道：全ての通行止めを解除（12/19　17:30現在）

※最新の国道通行止め等情報につきましては「北海道地区道路情報」よりご確認ください

http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/index.htm

○ 港湾

・ 網走港　北防波堤　胸壁工の亡失

※ その他の被災状況については調査中

災　害　情　報

平成26年12月19日17時30分現在

北海道開発局

平成26年12月16日からの低気圧（暴風雪）による災害情報について（第５報）　【終報】

　○被災地域への対応状況は以下のとおりです。

（ Ｒ３９、 Ｒ４４、 Ｒ２３１、 Ｒ２３６、 Ｒ２３８、 Ｒ２３９、 Ｒ２４１、 Ｒ２４２、 Ｒ２４３、 Ｒ２４４、 Ｒ２７２、
 Ｒ２７３、 Ｒ２７４、 Ｒ２７６、 Ｒ３３３、 Ｒ３３４、 Ｒ３９２、 Ｒ４５３、 帯広広尾道、 日高道、 美幌バイパス、
 北見道路、 旭川紋別道、 名寄美深道路）

２．自治体・関係機関との連携

○ 自治体との連携

・ 別海町

町の要請を受け、住民の病院搬送を先導(12/17)

・ 大空町

町の要請を受け、住民の病院搬送を先導(12/17、18)

・ 湧別町

町の要請を受け、住民の病院搬送を先導(12/17)

・ 斜里町

停電対応のため、北海道電力車両を先導(12/17)

・ 北見市

停電対応のため、北海道電力車両を先導(12/17)

○ 関係機関との連携

・ 国土技術政策総合研究所、（独）港湾空港技術研究所、及び（独）土木研究所寒地土木研究所と

連携し、根室港付近で発生した高潮に係る被災調査を実施（12/19、20（予定））



３．北海道開発局現地情報連絡員（リエゾン）の派遣状況

○ 全ての市町村等から撤収済み 　（２９市町村等へ延べ１３６人・日派遣）

函館開発建設部から職員派遣

・檜山振興局 （12/17 ～18） 延べ ４ 人・日派遣

旭川開発建設部から職員派遣

・上川町 （12/17） 延べ ２ 人・日派遣

・下川町 （12/17 ～18） 延べ ４ 人・日派遣

帯広開発建設部から職員派遣

・士幌町 （12/17 ） 延べ ２ 人・日派遣

・足寄町 （12/17 ） 延べ ２ 人・日派遣

・本別町 （12/17 ） 延べ ２ 人・日派遣

・広尾町 （12/17 ） 延べ ２ 人・日派遣

釧路開発建設部から職員派遣

・釧路総合振興局　 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・羅臼町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・標津町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・中標津町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・別海町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

弟子屈町 （12/16 18） 延べ ６ 人 日派遣・弟子屈町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・釧路町 （12/16～17） 延べ ４ 人・日派遣

・標茶町 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・鶴居村 （12/16～17） 延べ ４ 人・日派遣

・釧路市 （12/17） 延べ ２ 人・日派遣

・厚岸町 （12/17～18） 延べ ４ 人・日派遣

・白糠町 （12/17） 延べ ２ 人・日派遣

･浜中町 （12/17～18） 延べ ４ 人・日派遣

･根室市 （12/17～18） 延べ ６ 人・日派遣

網走開発建設部から職員派遣

・ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 （12/16～18） 延べ ６ 人・日派遣

・大空町 （12/16～18） 延べ ９ 人・日派遣

・斜里町 （12/16～18） 延べ ９ 人・日派遣

･北見市 （12/17～18） 延べ ４ 人・日派遣

･網走市 （12/17～18） 延べ ４ 人・日派遣

稚内開発建設部から職員派遣

・浜頓別町 （12/17～18） 延べ ６ 人・日派遣

・枝幸町 （12/17～18） 延べ ６ 人・日派遣

・猿払村 （12/17～18） 延べ ６ 人・日派遣



４．北海道開発局の体制について

災害対策本部へ移行

災害対策本部へ移行

廃止（12/19 13:00）

12/18 11:00

9:00

注意 風水害 12/17 15:00

注意 風水害 11/3

注意 雪害 12/16 16:26 12/17 1:00

　北海道開発局管内の本部設置状況および体制状況は以下のとおり。

《本部設置》

部局名 種別

 12月17日  6時00分

12月17日

設置日時

 12月17日  11時30分  災害警戒本部

12/17 10:30

北海道開発局

12/18

12/19 13:00注意 雪害 12/19

11:11

11:00

 災害警戒本部

12月17日 16時00分 災害対策本部

非常

注意 風水害

 12月17日  15時00分  災害警戒本部

12月17日 15時00分 災害対策本部

12/17 16:00

12:00

警戒 雪害 12/17 1:00

稚内開発建設部 12月17日 18時30分 災害警戒本部

雪害 12/17 16:00 12/18

釧路開発建設部 6時00分 災害警戒本部

12/16 10:00

 旭川開発建設部

網走開発建設部

《体制》

部局名 体制 災害 発令日時 移行日時 解除日時

警戒 雪害 12/18 12:00 12/19 11:00

注意

注意 雪害 12/16 20:30

雪害 12/16 21:45

本局

札幌

函館

小樽

12:30

注意 雪害 12/19 11:00

注意 雪害 12/16 20:00 12/17 2:00

12/19

注意 風水害

風水害 12/16 16:00

注意 雪害

警戒 雪害 12/17 1:00

風水害 12/17 10:20

11:40

雪害

12/19

注意 雪害 12/18 18:00

12/18 18:00警戒 雪害 12/18 12:00

注意

12/17 1:00

12/16

12/16風水害

風水害

警戒

12/18 8:00

12/18 16:00

警戒 雪害 12/17 6:00

1:00雪害 12/16 15:40 12/17

12/18 11:11

注意 風水害 12/17 10:00

風水害 12/17 16:30

12/18 10:30

12/17 10:20

注意

12/16 22:50注意

警戒

12/19 11:00

18:55

注意

注意 雪害 12/16 20:30

16:00

12/18 8:00

釧路
12/18 16:00

雪害

注意 風水害 12/16 16:00

注意 雪害 12/18 8:00

注意 雪害 12/16 16:26 12/17 6:00

11:30

警戒 風水害 12/18 11:30

注意

12/16 10:00 12/18

注意

小樽

旭川
12/19 13:00

室蘭

12/16 18:55

12/18

12/19 17:30

帯広

12/18 13:00

非常 雪害 12/17 15:00 12/18 12:00

警戒 雪害 12/17 2:00 12/17 15:00

12:00

網走

12/19 13:00

稚内 注意 雪害 12/17 10:30 12/17 18:30

警戒 雪害 12/17 18:30



１２月１６日からの低気圧（暴風雪・高潮）による被災及び対応状況

【国道通行止】「×」で表示■リエゾン派遣 Ｒ２３８×
【国道通行止】「×」で表示

●最大１９路線３２区間 (延べ1,023Km)
※12月17日 18:30時点

■リエゾン派遣
12月16日～18日 ２９市町村等へ延べ１３６人･日

【リエゾン派遣先】「●」で表示
Ｒ２３８

枝幸町

猿払村

浜頓別町

×

２３８

×Ｒ２３８

リエゾンの活動状況
オホーツク総合振興局

通行止状況

羅臼町
オホーツク総合振興局

Ｒ２３８
Ｒ２３９×

×

×
Ｒ２３８ 網走市

×
名寄美深道路

斜里町

Ｒ２４４
Ｒ３９

Ｒ２７３

標津町

中標津町
弟子屈町

大空町

旭川紋別道

Ｒ２４３

Ｒ２４２

Ｒ２７３

×××
×

×
×

×× ×
×

北見市

上川町

下川町

×
×

×
Ｒ３９

北見道路

Ｒ３３４

Ｒ３３３

平成26年12月17日9時

網走港

Ｒ２７２

Ｒ２４３
Ｒ２４４

Ｒ２４１

Ｒ３９２

別海町

弟子屈町

標茶町

鶴居村 根室市

本別

足寄町

士幌町 ×

××
×

×
平成26年12月17日9時

根室港

釧路総合振興局

釧路市 釧路町

厚岸町

白糠町

浜中町

広尾町

本別町

網走港北防波堤 胸壁工の亡失 国総研･(独)港空研･(独)寒地土研
との連携による根室港高潮被害調査

高潮による浸水状況（根室港）

檜山振興局



リエゾン派遣による地域の安心・安全の確保

○ 急変する暴風雪に対応するため、 暴風雪発生前に「リエゾン* 」を市町村等に派遣

（12月16日～18日 29市町村等に延べ136人・日）

○ 市町村等と「リエゾン＊」の緊密な連携により、通行止めの国道で緊急患者、妊産婦や人工透析
患者などの緊急搬送支援を行い、地域の安心・安全を確保

○ 停電の早期復旧対応のため、北海道電力の作業車両を先導

＊リエゾン（災害対策現地情報連絡員）：災害対策情報の収集及び支援の調整を行うため、市町村等に派遣される
国土交通省の職員

妊産婦を緊急搬送するため、通行止めの国道39号で道路パトロー
ルカー により救急車両を先導 （大空町→北見市： 12/17, 23時頃）

重篤患者を緊急搬送するため、通行止めの国道243号で除雪
トラックにより緊急車両を先導 （別海町内： 12/17, 14時頃）

○リエゾンによる連携

要緊急患者 役場

リエゾン 道路事務所

消防

病院情報連絡 連携

○リエゾンによる連携
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