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大雪のおそれに応じて段階的に発表される気象情報と対応

大雪に対す る緊急発表
（国交省 と共同）

大雪特別警報大雪特別警報

早期注意情報
（警報級の可能性）
早期注意情報
（警報級の可能性）

大雪の
半日～数時間前

大雪の数時間
～2時間程度前

雪の降り方が一層
激しくなり、記録的
な大雪のおそれが
ある

広い範囲で
数十年に一度の

大雪

大雪となる

大雪の数日～
約１日前

大雪の可能性が
高くなる

大雪警報大雪警報

大雪注意報大雪注意報

大雪警報に切り替える
可能性が高い

大雪注意報
大雪警報に切り替える
可能性が高い

大雪注意報

大雪に関する気象情報
（概ねの対象地域や予想降雪量を示して、
大雪となる可能性を共有）

気象状況

大雪に関する気象情報
（大雪に対する警戒を呼びかけ）

顕著な大雪に関する気象情報
（短時間の大雪に対する一層
の警戒を呼びかけ）

見出し文のみの短文形式情報

重大な災害の発生する可能
性が高まり、一層の警戒が必
要となるような短時間の大雪
となることが見込まれる場合

他機関との連携

記者会見
（大雪により社会的に影響が大きいと予想
される場合に実施）

記者会見
（大雪に対する最大級の警戒を呼びかける
ために実施）

大雪による被害

・立ち往生車両の発生
・農業用ハウスや簡易
的な建物の倒壊

・高速道路の通行止
・交通機関の運休

・幹線道路の通行止
・孤立集落の発生

・鉄道の間引き運転
（少雪地）

・住宅の倒壊

・大規模な交通渋滞

状況に応じ随時関係機関と
協議して報道対応など実施
状況に応じ随時関係機関と
協議して報道対応など実施

大雪に関する気象情報
（大雪に対する厳重な警戒
を呼びかけ）

降雪が大雪警報の基準を
大幅に上回る場合や、普段
雪の少ない地域で大雪警報
級の降雪が予想される場合

14日前～６日前 早期天候情報早期天候情報
気象庁の情報・対応

（大雪に対する一層の警戒を呼びかけ）

大雪に関する早期天候情報＜冬季の日本海側＞
（その時期としては10年に1度程度しかおきないような著しい
降雪量となる可能性が高まっているときに注意を呼びかけ）
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大雪に備えるために（令和2年12月の事例）
• 2020年12月30日から2021年１月１日頃にかけて日本付近は強い冬型の気圧
配置となり、北日本から東日本を中心に強い冬型の気圧配置が断続的に続きました。

• 各地の方気象台では年末年始の大雪に対して段階的に気象情報を発表し警戒を
呼びかけました（表は北陸地方の例）。

• 早期注意情報（警報級の可能性）[中]や[高]の持続している期間などに留意して、
大雪対策を検討してください。
日 月 火 水 木 金 土

2020年12月20日 21 22 23 24 25 26
□早期天候情報：29日
頃からは冬型の気圧配置
が強まり、気温は平年より
かなり低くなり、降雪量は
平年よりかなり多くなる可
能性。

〇気象情報
◎早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日[中]

〇気象情報
◎早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日～31日[中]

27 28 29 30 31 2021年1月1日 2

〇気象情報
◎早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日～１日[中]

〇気象情報
◎早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日【中】、
31日～1日[高]
２日 [中]

◆大雪に対する緊急発
表（北陸地整ほか）

〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日【中】→[高]
31日～1日[高]
２日 [中]

●大雪警報「発表」
〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
30日[高]、
31日～１日[高]
２日～３日[中]

●大雪警報「発表」
〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
31日～１日[高]
２日～４日[中]

●大雪警報「発表」
〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
１日【高】
２日～３日[中]

〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
２日～３日[中]

3 4 5 6 7 8 9
〇気象情報
〇早期注意情報（警報
級の可能性）「大雪」
３日[中]
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段階的に発表される
大雪に関する気象情報
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大雪に関する早期天候情報
• その時期としては10年に１度程度しか起きないような著しい降雪量（冬季の日本海
側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情
報です。

• ６日先から14日先までの期間で、5日間降雪量がかなり多くなる可能性が高まってい
ると判断した時に発表します。最新の気象情報に留意してください。

低温と大雪に関する早期天候情報（北陸地方）
令和２年１２月２１日１４時３０分 新潟地方気象台 発表

• 北陸地方 １２月２９日頃から かなりの低温
• かなりの低温の基準：５日平均地域気温平年差－２．５℃以下
• 北陸地方は冬型の気圧配置が続き、平年より低い気温で経過しています。向こう一週間
程度は平年並か平年より高い日が多いですが、その後は大陸からの寒気の影響を受け、気
温は低くなる見込みです。２９日頃からは、冬型の気圧配置が強まり、気温は平年よりか
なり低くなり、降雪量は平年よりかなり多くなる可能性があります。

• 農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応、水道管の凍結等に留意してください。
また、最新の２週間気温予報など、今後の気象情報に留意してください。
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早期注意情報（警報級の可能性）

2020-12-25-11時発表 2020-12-28-11時発表

• 警報級の現象が5日先までに予想されているときには、その可能性を「早期注意情報
（警報級の可能性）」として［高］、［中］の2段階で発表しています。

• 警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、
可能性が高いことを表す［高］だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められ
ることを表す［中］も発表しています。

• 府県気象情報の内容と合わせて確認してください。
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大雪に関する気象情報
• 警報・注意報に先立って大雪への注意や警戒を呼びかけます。早期注意情報（警
報級の可能性）と合わせて確認してください。

• 強い冬型の気圧配置に関する新潟県気象情報 第１号 （以下に、見出し文のみを抜粋して転載）
– 令和２年１２月２５日１１時１５分 新潟地方気象台発表
３０日頃から強い冬型の気圧配置となるため、新潟県では平地を含めた大雪や大荒れとなるおそれがありま
す。大雪は年明けまで続くおそれがあります。

• 大雪と風雪に関する新潟県気象情報 第４号
– 令和２年１２月２８日１２時０７分 新潟地方気象台発表
３０日から強い冬型の気圧配置となるため、新潟県では、大雪や荒れた天気となり、平地でも大雪となるお
それがあります。大雪は１月２日頃まで続き、その後も断続的に続くおそれがあります。

• 大雪と風雪に関する新潟県気象情報 第７号
– 令和２年１２月２９日１６時１６分 新潟地方気象台発表
３０日から１月１日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、その後も続くおそれがあります。新潟県では、３
０日夜から１月２日頃にかけて平地を含め大雪による交通障害に注意・警戒し、３０日は風雪による視
程障害や強風に注意・警戒してください。

• 大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第１５号
– 令和３年１月２日０５時２２分 新潟地方気象台発表
上越と中越では、３日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、なだれや着雪にも注意してください。ま
た、上越と中越では２日夕方まで落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
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大雪に対する緊急発表
• 普段とは異なる顕著な降雪や猛吹雪が予想される場合、普段降雪が少ない地域に
おいてまとまった降雪が予想される場合など、大規模な車両滞留や長時間の通行止
めを引き起こすおそれのある大雪が予想される場合には、国土交通省と気象庁が共
同して記者会見を開き、車両の立ち往生などに対して一層の警戒を呼びかけます。

• 各地方でも地方整備局と気象台、高速道路事業者等と共同して記者会見や記者
発表を行い警戒を呼びかけます。

令和２年12月28日：大雪に対する国土交通省緊急発表（国土交通省ホームページより転載）
• 本省：大雪に対する国土交通省緊急発表
• 北海道開発局：年末年始の道路利用にあたってのお願い
• 東北地整：大雪に対する緊急発表について
• 関東地整：大雪に対する緊急発表
• 北陸地整：大雪に関する緊急発表
• 中部地整：大雪に対する緊急発表
• 近畿地整：大雪に関する緊急発表
• 中国地整：大雪に対する道路利用者への呼びかけ
• 四国地整：大雪に関する緊急発表
• 九州地整：大雪に関する緊急発表
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大雪に対する緊急発表（発表例）
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大雪

大雪警報・注意報
• 警報は、重大な災害が発生するような警報級の現象がおおむね３～６時間先に予
想されるときに発表することとしています。

• 警報級の現象が概ね６時間以上先に予想されているときには、警報の発表に先立っ
て、警報に切り替える可能性が高い注意報を発表することとしています。

• 隣接県の大雪警報、着雪やなだれ等の注意報にも留意してください。

2020-12-31-15時31分発表

2020-12-31-20時19分発表

明日までの予想

警報注意用の
種別選択

2021-10-17（表示例）
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大雪に対して一層の警戒を呼びかける気象情報
顕著な大雪に関する気象情報（短時間の大雪に対する一層の警戒を呼びかけ）
重大な災害の発生する可能性が高まり、一層の警戒が必要となるような短時間の大雪となることが見込まれる
場合に発表する気象情報
• 降雪量（実況値）と今後の見通しを記載した短文形式の気象情報
• 令和元年12月から、新潟県、富山県、石川県、福井県、福島県（会津地方）、山形県で運用を開始
し、令和３年12月からは、滋賀県、兵庫県、京都府、広島県、岡山県、島根県、鳥取県でも運用を開
始します。

大雪に関する気象情報（大雪に対する厳重な警戒を呼びかけ）
降雪が大雪警報の基準を大幅に上回る場合や、普段雪の少ない地域で大雪警報級の降雪が予想され、重
大な災害の発生の可能性が高まり、一層の警戒が必要となる場合に発表する気象情報
• 厳重な警戒を呼びかける、文章形式または見出し文のみの短文形式の気象情報

【発表の目安】
対象 6時間降雪の深さが警報基準の地域 12時間降雪の深さが警報基準の地域

北陸地方、山形県、近畿地方、中国地方
3時間（観測） 6時間（予測） 6時間（観測） 12時間（予測）

20～25センチ 30～40センチ 20～45センチ 25～70センチ

福島県（会津） 3時間降雪量20～25センチまたは6時間降雪量30～40センチを観測、
24時間降雪量80~110センチに到達すると予測した場合

目安は地域の最小値と最大値を表記していますので、個々の観測地点ごとに値が異なります。観測実況値はアメダス等の値を使います。
過去の交通障害などと、そのときの観測値を検証して発表の目安を設定します。目安は情報の効果を検証して適宜、見直します。
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顕著な大雪に関する気象情報（発表例）

顕著な大雪に関する福井県気象情報 第１２号
令和３年１月８日１１時３２分 福井地方気象台発表
（見出し）
福井市で８日１１時までの６時間で２４センチの顕著な降雪を観測しました。
この強い雪は９日にかけて続く見込みです。嶺北では、大規模な交通障害の
発生するおそれが高まっています。

顕著な大雪に関する新潟県気象情報 第１０号
令和３年１月８日１６時２２分 新潟地方気象台発表
（見出し）
上越市高田では、８日１６時までの３時間に２６センチの顕著な降雪を観
測しました。この強い雪は９日夕方にかけて続く見込みです。上越の平地では、
大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。

2021-1-8-16時の解析降雪量（3時間）
数値はアメダス観測値
2021-1-8-16時の解析降雪量（3時間）
数値はアメダス観測値

2021-1-8-11時の解析降雪量（6時間）
数値はアメダス観測値
2021-1-8-11時の解析降雪量（6時間）
数値はアメダス観測値

6時間で24ｃｍ
3時間で26cm

20時までの
6時間で46cm

17時までの12時間で35cm

2021年１月７日以降11日にかけて、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強い雪が降りました。
発達した雪雲が流れ込み続けた、新潟、富山、石川、福井では、７日から９日にかけて「顕著な大雪に関する気象情報」を発
表して警戒を呼びかけました。
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今後の雪（降雪短時間予報）令和3年11月から配信を予定

• 解析積雪深・解析降雪量と組み合わせて、6時間先までの積雪深や降雪量の予測
分布が確認できるようになります。雪による交通への影響等を前もって判断いただくため
の情報としてご利用ください。

• この情報は1㎝単位で活用いただくことを想定していません。今後数時間先までの積
雪の深さ・降雪量の予想分布の傾向を把握するための資料としてご利用ください。

2020-12-31-18時の積雪（実況）2020-12-31-18時の積雪（実況） 2020-12-31-18時までの
6時間降雪量（実況）
2020-12-31-18時までの
6時間降雪量（実況）

2020-12-31-23時までの
6時間降雪量（予想）
2020-12-31-23時までの
6時間降雪量（予想）

今夜はまだ降りそうだ・・・
通行止めになると困るし、
車はやめておこう。
帰るのは来週にしよう。
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大雪特別警報
• 記録的な大雪（府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深）と
なり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される
場合には、大雪特別警報を発表します。

指標(発表条件)を満たす主な事例

昭和38年1月豪雪
死者・行方不明者231人
住家全半壊1,735棟床
上・床下浸水6,978棟

昭和56年豪雪
死者・行方不明者152人
住家全半壊466棟床上・
床下浸水8,097棟

(注)50年に一度の積雪深の値が小さな地域については、既往最深積雪深の値なども用いて指標(発表条件)を設定する。


