
 

２月４日からの大雪等による被害状況等について（第１５報） 
 

平成３０年２月１６日(金)１８時３０分 

消 防 庁 応 急 対 策 室 

※ 下線部は 前回から の変更点 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 
・ 日本付近は、２月３日から８日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、上空５０００メートル
付近でマイナス３０度以下の強い寒気に広く覆われた 

・ 北日本から西日本にかけての日本海側を中心に断続的に雪が降り、福井県福井市では昭和５ 
６年（１９８１年）の豪雪（１９６センチ）以来３７年ぶりに積雪が１４０センチを超えるな 
ど大雪となった 

・ １０日から１１日明け方にかけて低気圧が西日本・東日本の南岸を通過し、広い範囲で気温 

が平年よりかなり高くなり、北陸地方や北日本の山沿いでもみぞれや雨となった 

・ １２日には上空５０００メートル付近でマイナス３０度以下の強い寒気が西日本まで南下し、

日本付近は強い冬型の気圧配置となり、北陸地方や東北地方を中心に北日本から西日本にかけ

ての日本海側で大雪となった 

 

２ 被害状況 

 
 
《死者の状況》 
 【山形県】 
  ・戸沢村で６０歳代男性が除雪作業中に屋根からの落雪により全身が埋まり、心肺停止状態

で発見され、その後死亡を確認（２月１４日） 
 【福島県】 
  ・喜多方市で７０歳代女性が側溝に落ちているのを発見され、その後死亡を確認 

（２月１４日） 
 【新潟県】 
  ・上越市で７０歳代男性が除雪作業中に心肺停止となり、その後死亡を確認（２月６日） 
  ・長岡市で８０歳代男性が除雪作業中に心肺停止となり、その後死亡を確認（２月６日） 
  ・見附市で８０歳代男性が除雪作業中に心肺停止となり、その後死亡を確認（２月７日） 
  ・三条市で８０歳代男性が自宅で除雪中に雪の中から発見され、その後死亡を確認 

（２月８日） 
  ・弥彦村で８０歳代男性が除雪作業中に転落し、その後死亡を確認（２月１０日） 
  ・長岡市で６０歳代女性が用水路で発見され、その後死亡を確認（２月１２日） 

・十日町市で９０歳代男性が排水路から心肺停止状態で発見され、その後死亡を確認 
（２月１２日） 
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・長岡市で７０歳代男性が除雪作業中に転落し、その後死亡を確認（２月１２日） 
・加茂市で７０歳代男性が山の法面の除雪作業中に転落し心肺停止となり、その後死亡を確
認（２月１３日） 

 【富山県】 
  ・富山市で４０歳代男性がフォークリフトで除雪作業中に転落し下敷きとなったもの 

（２月７日） 
・南砺市で８０歳代男性が除雪作業中に氷雪で滑り、池に転落したもの（２月１１日） 

 【福井県】 
  ・福井市で５０歳代男性が雪に埋もれた車の中で心肺停止となったもの（２月６日） 
  ・福井市で５０歳代男性が雪に埋もれた車の中で心肺停止となったもの（２月６日） 
  ・坂井市で１０歳代男性が雪に埋もれた車の中で心肺停止となったもの（２月７日） 
  ・越前市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落、後頭部を負傷し死亡（２月１０日） 
  ・福井市で６０歳代男性が除雪作業後の除雪車内で心肺停止となったもの（２月１０日） 
  ・勝山市で８０歳代女性が除雪作業中に水路に転落し死亡（２月１４日） 
  ・福井市で８０歳代男性が除雪作業中に倒れ死亡（２月１４日） 

・大野市で６０歳代女性が屋根の除雪作業中に転落し死亡（２月１５日） 
・越前市で６０歳代男性が２月１０日屋根の除雪作業中に転落し胸椎圧迫骨折、その後死亡 
（２月１５日） 

 
《重傷者の状況》 
 【岩手県】 
  ・岩泉町で６０歳代男性が除雪作業中に除雪機のロータリー刃で右手人差し指、中指の第一 

関節上部を切断（２月５日） 
 【秋田県】 
  ・湯沢市で５０歳代男性が除雪作業中に落雪により転倒し頭部等を負傷（２月４日） 
  ・横手市で６０歳代男性が除雪作業中に両踵を骨折（２月４日） 
  ・横手市で５０歳代男性が除雪作業中に屋根から転落し頭部等を負傷（２月５日） 
  ・仙北市で７０歳代男性が除雪作業中に転落し腰椎等を骨折（２月５日） 
  ・横手市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し腰部等を負傷（２月５日） 
  ・大館市で６０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し頭部等を負傷（２月７日） 
 ・大館市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し左手首を骨折（２月７日） 

  ・大館市で７０歳代男性が除雪機のロータリーに巻き込まれ両足を負傷（２月７日） 
  ・美郷町で７０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し肋骨を骨折（２月７日） 
 【山形県】 
  ・鶴岡市で５０歳代男性が大型バスの除雪作業中に転落し骨盤を骨折（２月５日） 
  ・山形市で５０歳代男性が除雪作業中に屋根から転落し背骨等を骨折（２月５日） 
  ・白鷹町で７０歳代男性が除雪作業中に落雪により右膝を骨折（２月５日） 
  ・真室川町で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に落雪に巻き込まれ転落し、肋骨を骨折 

（２月６日） 
  ・山形市で６０歳代の男性が除雪作業中に転倒し左大腿骨転子部を骨折（２月６日） 
  ・寒河江市で８０歳代男性が除雪作業中に側溝に転落し左大腿骨及び右前腕骨を骨折 
  （２月７日） 
  ・小国町で８０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し外傷性くも膜下出血及び肋骨骨折 
  （２月８日） 
  ・庄内町で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し腰と胸の骨を骨折（２月８日） 
  ・大石田町で３０歳代男性が車庫の除雪作業中に転落し腰の骨を骨折（２月１０日） 
  ・最上町で５０歳代男性が除雪機のローターに接触し右手中指、薬指を負傷（２月１１日） 
  ・戸沢村で７０歳代男性が小屋の除雪作業中に転落し胸椎骨折（２月１１日） 
  ・飯豊町で５０歳代男性が除雪作業中に梯子に足をかけた際に足を滑らせ転落し、左肘及び

両手首を骨折(２月１１日） 
  ・鶴岡市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し両足踵骨折等（２月１１日） 
  ・大石田町で６０歳代男性が除雪作業中に植木の雪囲いが倒れ右足を骨折（２月１２日） 
  ・新庄市で３０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し右大腿骨骨折（２月１２日） 
  ・寒河江市で６０歳代男性が除雪作業中に水路に転落し脊髄損傷、頭部外傷等(２月１２日） 



 

  ・山形市で６０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し骨盤骨折（２月１３日） 
  ・新庄市で５０歳代女性が除雪作業後に屋根から雪山に飛び降り背骨を骨折（２月１４日） 
【福島県】 

  ・金山町で８０歳代男性が除雪作業中に除雪機に右足首を挟まれ負傷（２月５日） 
  ・只見町で８０歳代女性が除雪作業中に転倒し骨折（２月８日） 
  ・下郷町で８０歳代女性が屋根の除雪作業中に転落し右手首等骨折（２月１４日） 
 【新潟県】 
  ・南魚沼市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し顔面等複数箇所を骨折（２月４日） 
  ・長岡市で７０歳代男性が小屋の除雪作業中に転落し右足骨折（２月４日） 
  ・湯沢町で２０歳代男性が雪で橋の区別がつかず転落し腰部負傷（２月５日） 

・湯沢町で７０歳代女性が除雪作業中に心肺停止状態となったもの（２月５日) 
・五泉市で７０歳代男性が除雪作業中に転倒し後頭部負傷（２月５日） 

  ・村上市で７０歳代男性が除雪作業中に心肺停止状態となったもの（２月６日） 
・村上市で７０歳代男性がフォークリフトで除雪作業中に雪にはまり動けなくなったため、 
トラクターにて牽引しようとしたところ、フォークリフトと急に後退してきたトラクター
の間に頭部を挟まれ負傷（２月６日） 

・長岡市で６０歳代男性が除雪作業中に左前胸部の痛み及び呼吸苦を発症（２月６日） 
・長岡市で６０歳代男性が除雪作業中に転落し両足首を負傷（２月６日） 
・長岡市で５０歳代男性が除雪作業中に呼吸苦を発症し、その後意識不明（２月６日） 
・長岡市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し左腰部を負傷（２月６日） 

  ・加茂市で７０歳代男性が小屋の除雪作業中に転落し腰椎骨折（２月７日） 
  ・関川村で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し肋骨骨折等（２月７日） 

・長岡市で４０歳代男性が除雪作業中に転落し腰部及び臀部を負傷（２月７日） 
・長岡市で４０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し左上肢等を負傷（２月７日） 
・長岡市で８０歳代男性が除雪作業中に転倒し右臀部及び右膝部を負傷（２月７日） 

  ・魚沼市で６０歳代女性が除雪作業中に転倒し腰部打撲（２月８日） 
  ・柏崎市で８０歳代女性が除雪作業中に転倒し後頭部負傷（２月８日） 

・長岡市で８０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頸部等を負傷（２月８日） 
・長岡市で４０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し左前腕を負傷（２月８日） 
・長岡市で８０歳代男性が倉庫の除雪作業中に意識障害を発症（２月８日） 

  ・田上町で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頸髄損傷（２月９日） 
・上越市で８０歳代男性が除雪作業中に落雪により埋まり低体温症となったもの(２月９日） 

  ・長岡市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頭部等を負傷（２月９日） 
  ・長岡市で３０歳代男性が梯子から屋根に乗り移ろうとして転落し腰部等を負傷(２月９日） 
  ・長岡市で３０歳代男性が車庫の除雪作業中に転落し左大腿部等を負傷（２月９日） 
  ・長岡市で８０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し左大腿部を負傷（２月９日） 
  ・長岡市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し右胸部を負傷（２月９日） 

・加茂市で７０歳代男性が除雪作業中に転落しそうになり、飛び降りたところ右足踵骨骨折
（２月１０日） 
・三条市で８０歳代男性が除雪作業中に落雪により頸椎損傷疑い（２月１０日） 
・三条市で５０歳代男性が除雪作業中に転落し負傷（２月１０日） 
・長岡市で６０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し腰部打撲等（２月１０日） 
・長岡市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頭部等負傷（２月１０日） 
・長岡市で７０歳代男性が除雪作業中に転落し頸部を負傷（２月１０日） 
・長岡市で５０歳代男性が屋根の除雪作業中に転倒し腰部負傷（２月１０日） 
・長岡市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頭部負傷（２月１０日） 
・村上市で６０歳代男性が除雪作業中に転倒し左肩等負傷（２月１２日） 
・村上市で５０歳代男性が除雪作業中に転倒し負傷（２月１２日） 
・小千谷市で８０歳代女性が車庫の除雪作業中に転落し負傷（２月１３日） 
・上越市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し腰椎圧迫骨折（２月１４日） 
・上越市で６０歳代男性が車庫の除雪作業中に転落し左側胸部打撲（２月１４日） 

【富山県】 
  ・南砺市で５０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し右下肢骨折（２月６日） 
  ・射水市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し右足首の開放骨折（２月６日） 



 

  ・魚津市で７０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し骨盤骨折（２月７日） 
  ・魚津市で６０歳代男性が除雪作業中に梯子から転落し右手首骨折（２月８日） 
 【石川県】 
  ・金沢市で５０歳代男性が除雪作業中、グレーチングに右指を挟み骨折（２月５日） 
  ・小松市で４０歳代女性が除雪作業中に除雪機から転落し腰部負傷（２月６日） 
  ・能美市で７０歳代女性が除雪作業中に転倒し腰部を骨折（２月８日） 
  ・能登町で８０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頭部を負傷（２月９日） 
  ・金沢市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し右足及び頭部を骨折（２月９日） 
  ・加賀市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し腰部骨折（２月１０日） 
  ・七尾市で９０歳代男性が除雪作業中に転倒し右足を骨折（２月１５日） 
 【福井県】 
  ・大野市で５０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し右手を骨折（２月５日） 
  ・大野市で７０歳代男性が小屋の除雪作業中に転落し負傷（２月６日） 
  ・大野市で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し負傷（２月６日） 
  ・大野市で７０歳代男性が除雪作業中に転落し負傷（２月６日） 
  ・福井市で５０歳代男性が梯子から転落し負傷（２月６日） 
  ・南越前町で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し負傷（２月６日） 
  ・勝山市で５０歳代男性が除雪作業中に転落し負傷（２月７日） 
  ・坂井市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し頸椎骨折（２月７日） 
  ・大野市で６０歳代女性が屋根の除雪作業中に転落し腰椎圧迫骨折（２月７日） 
  ・坂井市で５０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し負傷（２月８日） 
  ・鯖江市で６０歳代女性が除雪作業中に積み上げられた雪山から転落し腰椎圧迫骨折 
  （２月８日） 
  ・越前町で６０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し骨盤骨折（２月８日） 
  ・福井市で８０歳代女性が除雪作業中に落雪により左肩骨折（２月８日） 
  ・大野市で８０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し多発外傷（２月９日） 
  ・あわら市で７０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し両足首骨折（２月１０日） 
  ・南越前町で５０歳代男性が屋根の除雪作業中に転落し負傷（２月１０日） 
  ・勝山市で５０歳代男性が屋根の上での作業中に転落し負傷（２月１２日） 
  ・越前市で８０歳代男性が除雪作業中に転倒し右膝蓋骨折（２月１２日） 

・鯖江市で３０歳代男性が除雪中フォークリフトが横転し下敷きになり胸部外傷（２月１３日） 
 
３ 車両立ち往生に対する対応 
《救急搬送》 

  ・嶺北消防組合消防本部 
    ２月６日：国道８号線（２件） 
    ２月７日：国道８号線（２件） 

山室幹線農道（１件） 
    ２月８日：女形谷ＰＡ（国道８号からの移動後に要請）（１件）  
  ・永平寺町消防本部 
    ２月６日：中部縦貫道（１件） 
  ※いずれも体調不良   
 
 《支援措置》 
  ・福井県が救護所を開設 
  ・坂井市、あわら市において休憩場所を開放 
  ・福井県、福井市、あわら市、坂井市が自衛隊の協力により食料、飲料水を配布 
  ※国道８号の車両立ち往生は、２月９日午前１時に解消 
 
 
４ 地方公共団体における災害対策本部の設置状況等 
 【福井県】 ２月６日 １２時４５分 災害対策本部設置 
 
 



 

５ 消防庁の対応 
  ２月２日 １１：３０ 関係省庁災害警戒会議に応急対策室課長補佐が出席 
         １２：３７ 各都道府県及び各指定都市に対し「警戒情報 来週にかけての強い 

冬型の気圧配置について」を発出し、対応に万全を期すよう要請 
  ２月６日 １４：００ 応急対策室にて情報収集体制を強化 
       １７：３０ 関係省庁災害警戒会議（第２回）に応急対策室長が出席 
       １８：３２ 各都道府県及び各指定都市に対し「警戒情報 ８日（木）頃まで続

く強い冬型の気圧配置と寒気について」を発出し、対応に万全を期す
よう要請 

２月９日 １１：３０ 関係省庁災害警戒会議に応急対策室長が出席 
１３：２５ 各都道府県及び各指定都市に対し「警戒情報 発達する低気圧とそ

の後の強い冬型の気圧配置」を発出し、対応に万全を期すよう要請 

 

問い合わせ先 

  消防庁応急対策室 

  浅見・安西・高木・岩崎 

   ＴＥＬ  03-5253-7527 

    ＦＡＸ 03-5253-7537 


