
鳥取県豪雪等被害対策本部会議

【日時】令和２年１２月１７日（木）午前９時～
【場所】災害対策本部室（県庁第２庁舎３階）
【参加者】
知事、副知事、統轄監、令和新時代創造本部、危機管理局、
交流人口拡大本部、地域づくり推進部、県土整備部、
農林水産部、中国電力

＊各総合事務所、市町村、消防局には映像配信
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＜目的＞

１２月１４日（月）から中国地方上空１，５００ｍ付近に氷点下６度
以下の寒気が入り、降雪により県内において孤立集落、農林被害
等が発生していることから、今後の対応等について関係機関等と
共有するとともに、市町村・県民への情報提供を図る。
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目的・次第

＜議題＞

１ 孤立集落への対応について

２ 大雪への警戒について



鳥取県豪雪等被害対策本部の設置
１２月１５日からの降雪により県内において、倒木による通行止、孤立集落、農

林被害等の多くの被害が発生していることから、鳥取県豪雪等被害対策本部を
設置する。

また、市町村は防災行政無線等、県はホームページ等を活用し、県民の皆さ
まに情報提供を行う。

ホームページ「とりネット」 「あんしんトリピーメール」

アプリ「あんしんトリピーなび」

スマホや携帯電話等に気象
情報や防災情報等を配信

鳥取県が提供する無料の総合防災アプリ

とっとり雪みちNavi
県内の道路状況をライブカメラで確認できます。

http://yukinavi.net/index.htmlきます。

特設ページへ
のリンク
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■１２月１４日～大雪による道路交通規制状況

通行規制箇所数 全面通行止 ７箇所（倒木・電柱倒壊） （３箇所孤立集落あり）

県土整備部 被害状況等
１２月１７日（木） ８時現在

【県管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、
被害状況

規制日時
孤立集落
の有無

開通
見込

１
県道
鳥取鹿野倉吉線

東伯郡三朝町三徳 ０．５ 全面通行止 倒木のため -
令和２年１２月１７日
午前４時３０分～

無 未定

２
県道
若桜湯村温泉線

八頭郡若桜町来見
野～八頭郡若桜町
諸鹿

１．８ 全面通行止
電柱倒壊のた
め

-
令和２年１２月１７日
午前３時１５分～

有 未定

３
県道
妙徳寺鹿野線

鳥取市洞谷～鹿野
町末用

３ 全面通行止 倒木のため -
令和２年１２月１６日
午前１０時３０分～

無 未定

４
県道
上地中河原線

鳥取市国府町荒船 ０．１ 全面通行止 倒木のため -
令和２年１２月１５日
午前９時３０分～

無 未定

５
県道
岩美八東線

八頭郡八頭町姫路 １．９ 全面通行止
倒木・電柱倒
壊のため

-
令和２年１２月１５日
午前１０時００分～

有 未定

【市町村管理道路】

番号 路線名 区間 延長（km） 規制の種類 理由
規模、
被害状況

規制日時
孤立集落
の有無

開通
見込

町道
明辺線

八頭町明辺地内 １．５ 全面通行止 倒木のため -
令和２年１２月１６日
午前８時２５分～ 有 未定

市道
箭渓山湯山線

鳥取市福部町湯山～
高江

２．１ 全面通行止 倒木のため -
令和２年１２月１６日
午前１０時００分～ 無 未定



1515日（火）から16日（水）かけて発生した八頭町姫路と同町明辺の2箇所の孤立集落
については、下表のとおり倒木撤去作業と除雪作業は完了しましたが、周辺地域から両集
落に至る県道岩美八東線の落岩地内で午後7時半過ぎに新たな倒木と電柱倒壊が発見
されました。
このため、この倒木と電柱を撤去する準備を進めていましたが、降雪が強くなり、周辺の
樹木も倒壊する危険性が高くなってきたことから、両集落に残られる方々の安否を確認
した上で、１６日（水）中の作業を断念し、17日（木）朝から作業を行うこととしました。

【位置図】

【状況写真１６日１６時頃の作業状況】

主要地方道岩美八東線（姫路地内・明辺地内）の全面通行止めの概要

姫路集落 明辺集落

集落へ至る道路 県道岩美八東線 町道明辺線

上記道路の通行止め
（孤立集落発生）時間

12月15日（火）
午前10時

12月16日（水）
午前8時25分

通行止め原因 降雪による倒木のため 降雪による倒木のため

倒木撤去及び
除雪完了時間

12月16日（水）
午後8時15分

12月16日（水）
午後8時

16日から17日にかけて
集落に残られた方

2世帯2名 5世帯9名

【姫路集落と明辺集落の状況】
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一般県道若桜町湯村温泉線の若桜町来見野地内の来見野集落上流1.2km付
近において、電柱倒壊のため、17日（木）午前3時15分から全面通行止めとして
おります。
通行止め区間より奥の諸鹿集落には、現在20世帯２6名が居住されており、

諸鹿区長には連絡し、戸別に周知される予定です。なお、中国電力により、撤去
作業のために停電を行っている。なお、若桜町が喫緊の問題は無いことを確認し
ています。（中国電力とNTTが現地確認し、復旧方法を検討中）
中国電力等と連携し、倒壊した電柱の撤去を行い、孤立状態の解消を図ります

【位置図】 【状況写真１7日（木）７時頃の状況】

一般県道若桜湯村温泉線（若桜町来見野～諸鹿地内）の全面通行止めの概要
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孤立集落の発生と経過（姫路、明辺）

孤立の発生を覚知（姫路12/15 10:00、明辺12/16 20：25）

• 車両での進入は不可。徒歩は可
• 停電あり。住民と連絡とれているが携帯電話の充電残量が少。
• 町から支援要請なし、住民の困りごとなし(12/16弁当支給)

深刻な状態にはない模様。町と連携して17日中の孤立解消を目指す。

孤立集落で停電発生（12/15 19:40頃）
停電復旧は翌16日の見込み。降雪により作業遅延が心配。

• 孤立状態が継続。住民の健康状態について不安が増す。
• 倒木位置から集落にかけて除雪できていない。時間を要する。

・暗くなってから条件が悪化し、自宅にとどまるしかできなくなった。
・迅速復旧はもちろんだが、早い時間帯での見極めも必要。
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孤立集落への対応目標（姫路、明辺）

• 孤立・停電のいずれも本日（１７日）中に解消する
• 困難な場合は、避難できる場所を提供できるよう準備する
• 進捗等は危機管理局で集中管理する

• 停電の復旧見込み（中国電力）
• 集落内住民の健康状態の確認（八頭町）
• 積雪、降雪の見込み（鳥取地方気象台）

確認事項（確認先）
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孤立集落の発生と経過（来見野～諸鹿）

孤立の発生を確認（12/1７ ３:１5）
• 車両での通り抜けは不可。
• 徒歩は可（県職員が確認） ※現場から集落まで約2.0ｋｍ

• 現在、復旧作業のため停電中（12/17 6:10中電から連絡）
• 区長及び集落内在住の町職員と連絡可
• 現時点(12/17 8:00時点)では、町から支援要請等なし

孤立解消の見込みは未定
• 中電等による現地確認は完了。
• 復旧作業の詳細について調整中。
• 倒木位置から集落まで除雪できていない（降雪40cm程度）。
• 復旧作業完了後、除雪に着手。

・孤立発生が深夜であったため、現時点では大きな混乱はない。
・孤立が長引いた場合、食料等の提供が必要。
・迅速な復旧を目指す。
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孤立集落への対応目標（来見野～諸鹿）

• 本日中に孤立解消できるよう中電と調整中
• 中電が主となり、ＮＴＴ、有線等の調整を行って
おり、現在は、作業停電を行っている。（12/17 6:10時点）

• 中電による復旧作業の予定（中電）
• その後に実施する除雪完了と孤立解消の時期（県土）

確認事項（確認先）
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農業用パイプハウスの倒壊、破損があるが、詳細確認中
※本日、１０時を目途に被害状況を取りまとめ予定

１ 農業関係
○鳥取市青谷町農業用パイプハウス２棟倒壊（詳細確認中）
イチゴ育苗用のハウスで、栽培中の作物は無いが内部の栽培用ベンチも破損。

○その他、鳥取市国府町、岩美町、琴浦町等の農業用パイプハウス倒壊、破損の情報（詳細確認中）

２ 林業・水産関係
○これまでのところ被害情報なし。

農林水産関係被害

＜ハウス(真ん中がつぶれる)＞ ＜ハウス内の様子＞
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公共交通機関への影響

公共交通機関への影響等（１２月１７日（木）8:00時点）
（１）公共交通機関の状況
＜航空便：国内線＞

■鳥取・米子空港 雪による影響なし
＜鉄道、バス＞
■山陰本線
○普通列車（鳥取～浜坂間）で一部運休
〇特急列車（はまかぜ２号） 鳥取～豊岡駅間で部分運休。

■因美線・智頭急行・若桜鉄道
〇通常運行

■伯備線
〇サンライズ出雲（１６日東京発分 新大阪－出雲間運行取りやめ）

■日交バス・日ノ丸バス
〇路線バスは岩井線で、朝一部運休及び、昼頃まで岩美駅止めなど経路変更
〇高速バスは、通常運行。（新型コロナ関係で運休あり）

（２）今後の状況を注視し、情報収集する。また、欠航や運休等の情報を入手した場合、
速やかにとりネット等で県民や観光客に情報提供する。



■17日7時時点の気象レーダー、衛星画像

■天気図 ＜17日3時＞ ＜ 17日21時予想＞

大雪への警戒について
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鹿野 24
浜村 15
郡家 27
若桜 42
舂米 134
智頭 25
倉吉 30
三朝 38
人形峠 75

三本杉 36
四十曲峠 23
明地峠 18
大木屋 20
生山 13
鍵掛峠 46

県観測局（一部）気象台＜17日７時現在の積雪深＞
鳥取 21
智頭 22
倉吉 20
米子 5
境 4
大山 90
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気象現象の見込み

1
5

鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office.

【雪】
17日昼頃にかけて断続的に雪が降る。
ピークは過ぎつつあるが、東部を中心に警報の可能性があるため引き続き
警戒・注意を。

【波】
17日夜遅くまで注意報継続。

【着雪、なだれ】

17日夕方にかけて注意報継続の見込み。

《降雪量》
17日06時～17日18時（12時間降雪量 多い所）

東部：（平地）10（山地）25㎝、中・西部： （平地）10㎝（山地）20㎝

17日06時～18日06時（24時間降雪量 多い所）
東部：（平地）10㎝（山地）30㎝、中・西部： （平地）10㎝（山地）20㎝

18日06時～19日06時（24時間降雪量 多い所）
東部：（平地）1～5㎝（山地）20㎝、中・西部： （平地）1～5㎝ （山地）15㎝



今後の気象状況
【鳥取県への影響】 17日06時現在

・12時間降雪量（17日06時～17日18時）
《東部》 《中・西部》
平地 10センチ 平地 10センチ
山地 25センチ 山地 20センチ

・24時間降雪量（17日06時～18日06時）
《東部》 《中・西部》
平地 10センチ 平地 10センチ
山地 30センチ 山地 20センチ

鳥取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office.

警報級の可能性(東部)

警報級の可能性(中・西部)

雪のピーク
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