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気 象 庁
広島地⽅気象台

１２⽉２２⽇から２５⽇頃にかけて予想される⼤雪について

令和４年１２月２１日（水曜日）
広島地方気象台
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気 象 庁
広島地⽅気象台

12⽉22⽇21時の予想天気図 12⽉23⽇21時の予想天気図
（週間アンサンブル予想図）

・中国地⽅では、２３⽇を中⼼に、この冬⼀番の強い寒気が流れ込むため、 ２２⽇から
２５⽇頃にかけて中国地⽅では警報級の⼤雪となる⾒込み。積雪や路⾯の凍結による
交通障害に警戒。
・⼭陽南部の平地でも積雪となる所がある⾒込み。
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気 象 庁
広島地⽅気象台

⻄⽇本の上空にこの冬⼀番の強い寒気が流れ込み、２２⽇から２５⽇頃にかけて、
強い冬型の気圧配置となる⾒込みです。
中国地⽅の広い範囲で、２２⽇〜２５⽇頃にかけて⼤雪となる⾒込みです。
特に２２⽇⼣⽅以降、２３⽇にかけて短時間に降雪の強まるおそれがあります。

積雪や路⾯の凍結による交通障害に警戒してください。
また、降雪の期間が⻑くなるため、積雪が多くなり、⼤規模な交通障害の発⽣する可

能性があります。

気象の概要と防災事項

・積雪や路⾯の凍結による交通障害に警戒。
・⾼波に警戒。強⾵、雪による⾒通しの悪化に⼗分注意。
・電線や樹⽊への着雪、雪による倒⽊、なだれ、落雷、突⾵、農作物や農業施設の管理に注意。

早期注意情報
（警報級の可能性）

【 早期注意情報（⼤雪の警報級の可能性）】
県名 22⽇ 23⽇ 24⽇ 25⽇
⿃取 中 中 中 －
島根 中 ⾼ 中 －
岡⼭ － ー － －

広島北部 中 中 中 ー
広島南部 中 中 － －

⼭⼝ － 中 中 －
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２３⽇を中⼼に上空にこの冬⼀番の寒気が流れ込み、短時間に降雪の強まるおそれ
があります。その後も、強い冬型の気圧配置は２５⽇頃まで続くため、降雪量が多く
なる⾒込み。

気 象 庁
広島地⽅気象台

22⽇21時の予想天気図と
上空約5000ｍ付近の気温予想図 22⽇21時の気圧配置と6時間降⽔量の予想

今後の上空の寒気や降⽔等の予想

（数値予報資料より抜粋）
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気 象 庁
広島地⽅気象台予想される24時間降雪量

22⽇12時から23⽇12時に予想される24時間降雪量
⼭陽 ⼭地 4０から6０センチ
⼭陽 平地 2０から4０センチ
⼭陰 ⼭地 4０から6０センチ
⼭陰 平地 2０から4０センチ
⼭⼝県 ⼭地 2０から4０センチ

※いずれも多いところ

23⽇12時から24⽇12時に予想される24時間降雪量
⼭陽 ⼭地 4０から6０センチ
⼭陽 平地 2０から4０センチ
⼭陰 ⼭地 4０から6０センチ
⼭陰 平地 2０から4０センチ
⼭⼝県 ⼭地 2０から4０センチ
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気 象 庁
広島地⽅気象台

まとめ

・中国地⽅では、 ２２⽇から２５⽇頃にかけて警報級の⼤雪となり、
特に２２⽇⼣⽅以降、２３⽇にかけて短時間に降雪が強まるおそれ。

・積雪や路⾯の凍結による交通障害に警戒してください。
・降雪の期間が⻑くなるため、積雪が多くなり、⼤規模な交通障害の
発⽣する可能性がある。

・⼭陽南部の平地でも積雪となる所がある⾒込み。

・ ２５⽇以降も冬型の気圧配置が続くため、最新の気象情報をご利
⽤ください。
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気 象 庁
広島地⽅気象台

（参考）向こう⼀週間の予想天気図
ハッチ域︓24時間降⽔量5ミリ以上の可能性が⾼い領域

23⽇21時 24⽇21時 25⽇21時

26⽇21時 27⽇21時 28⽇21時

・２５⽇以降も冬型の気圧配置が続くため、最新の気象情報をご利⽤ください。
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JPCZ(Japan Sea Polar Airmass Convergence Zone)

• ⼤陸から強い寒気が⽇本付近に流れ込んで
くるとき、朝鮮半島北東部の⽩頭⼭周辺の
⻑⽩⼭脈で⾵が⼆分（分流）したあと、⽇
本海で再び合流します。
⇒⽇本海に⾵が集まり、雪雲が発達します。

• ⾵向きや⾵速の違いなどから、⾵が集まる
場所（JPCZ）が変化し、停滞すると短時間
に強い降雪をもたらすおそれがあります。

• JPCZの周辺では、⼩低気圧の発⽣や、降雪
の強まり、降ひょう・雷、⾵の強まりや急
変、波の⾼まりや急変することがあるため、
注意が必要です。

⻑⽩⼭脈

気 象 庁
広島地⽅気象台

（参考）⽇本海寒帯気団収束帯（JPCZ）

上空の⾵の流れ
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism  Chugoku Regional Deveropment Bereau

大雪に伴う対応について

令和４年１２月２１日

中国地方整備局 道路部
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大雪の影響による広域迂回に関するお願い

通行止め区間（箇所）

29

９

191

191

53

２

凡 例

中国地方整備局管理道路

有料道路（NEXCO西日本 等）
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想定される広域迂回路

近畿方面から

⼤雪が予想される地域

九州方面から
E54

冬用タイヤ等必要区間

E2A
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E29

最新の情報をもとに山陽側への広域迂回をお願いします。
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島根県
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※大雪が予想される地域について、雪の降り方により地域が広がる場合があります。

※R4.12.21 13:00現在

E74

E2A
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大雪や暴風雪の影響による車両の立ち往生が発生する
可能性があります。降雪状況によっては通行止めやチェー
ン規制を実施する場合があります。

冬タイヤの未装着等により立ち往生した事業用自動車に
対し、悪質な事例については安全管理義務違反として、事
業者への行政処分を行うことがあります。

積雪・凍結道路ですべり止めの措置をとらない運転は法令
違反となります。

大雪に伴う影響が予想されることから、不要不急の外出
を控えていただきますようお願いします。

道路利用者へのお願い
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道路の最新情報

■最新の道路情報
最新の道路情報を以下のホームページ等にてご確認ください。

◆中国地方整備局
道路情報提供システム
http://www.road.cgr.mlit.go.jp/road/frame.htm

◆ＮＥＸＣＯ西日本
◎NEXCO西日本WEBサイト https://www.w-nexco.co.jp/

◎ハイウェイ交通情報 アイハイウェイ https://ihighway.jp/pcsite/

◆本四高速
https://www.jb-honshi.co.jp/customer_index/

◆日本道路交通情報センター（JARTIC）
https://www.jartic.or.jp/
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（参考）過去の雪害事例

Ｅ２９⿃取⾃動⾞道 ⿃取県⼋頭郡智頭町
平成２９年１⽉２３⽇

国道５３号 ⿃取県⼋頭郡智頭町
平成２９年１⽉２３⽇

国道９号 ⿃取県⼤⼭町
平成２３年１⽉１⽇

国道５４号 島根県雲南市
令和３年１⽉７⽇

※降雪時は不要不急の外出は控えるようお願いします。
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冬の高速道路における
大雪に伴う対応について

令和 ４年 １２月 ２１日

西日本高速道路（株） 中国支社
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大雪に伴う高速道路の交通の影響が予想されることか
ら、不要不急の外出を控えていただきますようお願いし
ます。

やむを得ず高速道路をご利用の際は

○冬用タイヤの装着とタイヤチェーン携行・装着 をお願いします

○今後の気象予測 や 最新の交通状況 を ご確認願います

⇒高速道路の交通情報は “アイハイウェイ”をご活用下さい。

■大雪時の高速道路走行に関するお願い
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◎降雪に伴う高速道路への影響については
ＮＥＸＣＯ西日本のHPをご確認下さい。

⇒ https://www.w-nexco.co.jp/

◎通行止め等の交通状況や作業状況等の
お知らせについてはTwitter・アイハイウェイを
ご確認下さい。

⇒ ●アイハイウェイ https://ihighway.jp/

⇒ ●Twitter中国支社アカウント ＠iHighwayChugoku

■高速道路会社からの情報発信
広 報 例
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■交通の影響が生じる可能性がある路線・地域

道路名 地域

Ｅ２Ａ 中国自動車道 広島県、山口県

Ｅ７３ 米子自動車道 岡山県、鳥取県

Ｅ７４ 浜田自動車道 広島県、島根県

１２月２２日（木）からの大雪で、高速道路の交通に影響が生じ
る可能性ある路線と地域 （令和４年12月20日 18：00時点）

●降雪区間では、安全確保のため、速度規制 や 冬用タイヤ規制 を行う
場合があります。

●一台でも自力走行不能車両が発生すると、長時間の渋滞や通行止めに
つながる可能性があります。
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