
１．本省及び地整等の体制について

１０月２３日 １７：５６ 非常体制

１０月２３日 １８：００ １０月２３日 １７：５６
１０月２３日 １８：００ １０月２３日 １８：００

１８：００ １０月２３日 １８：００
２０：４０

２．地震概要

１．発生日時   　平成１６年１０月２３日１７時５５分頃
・震源地　　　　新潟県中越地方（北緯３７．３度、東経１３８．８度）
・震源の深さ　　約２０km
・地震の規模　　マグニチュード６．８
・各地の震度（震度４以上）

震度６強　　新潟県中越
震度５弱　　福島県会津、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、新潟県上越、新潟県下越、
　　　　　　長野県北部
震度４　　　宮城県南部、山形県庄内、山形県村山、山形県置賜、福島県浜通り、茨城県南部、
　　　　　　栃木県南部、埼玉県南部、東京都２３区、新潟県佐渡、石川県能登、山梨県東部

・この地震による津波の心配はありません

２．発生日時   　平成１６年１０月２３日１８時１２分頃
・震源地　　　　新潟県中越地方（北緯３７．２度、東経１３８．８度）
・震源の深さ　　ごく浅い
・地震の規模　　マグニチュード５．９
・各地の震度（震度４以上）

震度６強　　新潟県小千谷市
震度５弱　　新潟県出雲崎町、新潟県長岡市、新潟県中之島町
震度４　　　新潟県安塚町、新潟県三和村、新潟県六日町、山形県山辺町、山形県中山町、
　　　　　　福島県北橘村

・この地震による津波の心配はありません

３．政府の対応

○官邸対策室１８：１０設置
○緊急参集チーム協議１９：００～
○防災大臣記者会見１９：２５

国 土 交 通 本 省

東北地方整備局 １０月２３日 警戒体制

災　　害　　情　　報
平成１６年１０月２３日２２：００作成

 国   土   交   通   省

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

新潟県を震源とする地震について（第６報）

北陸信越運輸局 非常体制
注意体制

東 北 運 輸 局 警戒体制
関東地方整備局 警戒体制
北陸地方整備局 非常体制

関 東 運 輸 局 警戒体制
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○政府先遣隊２１：０５市ヶ谷発、２１：４５現地到着予定

４．国土交通省の対応

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
○所管施設等について点検中
○固定カメラによる現地画像を官邸及び関係機関へ配信
○北陸地方整備局ヘリ新潟離陸１９：４０
○みちのく号１９：４０仙台離陸、２０：４５新潟空港到着、２１：３５新潟空港離陸
○海上保安庁１８：２０新潟基地航空機２機出動、１８：４０巡視船つるぎ出動
○被災建築物応急危険度判定の活動が円滑に行われるよう、北陸地方整備局をとおし、判定士の派遣
　　を要請。

５．所管施設等の状況

○道路
　　　国道８号　見附市で路面隆起のため通行止め（拝島新田～上新田）
　　　国道１７号　川口～小千谷　道路陥没
　　　国道１７号　川十日町長岡で道路に段差
　　　国道１７号　川口町和南津トンネルでコンクリート片落下（人的被害なし、１９時全面通行止め、
　　　確認済）
　　　国道１１７号　小千谷市土砂崩落、数名が生き埋めとの情報あり、通行不可（消防情報）
　　　国道２５２号　川西町で地割れ（通行止め）、入広瀬七曲でスノージェット被災
　　　国道２５３号　松代町池尻クラック
　　　国道２９１号　広神村吉原で地割れ
　　　国道３５２号　広神村滝の俣で陥没

○高速道路
　　　関越道（六日町～長岡）物理的に通行不可能
　　　北陸道（西山～長岡ＪＣ）物理的に通行不可能
　・通行止め
　　　関越道（渋川伊香保～長岡ＪＣ）、北陸道（朝日～新潟中央）、
　　　上信越道（長野～上越ＪＣ）、磐越道（新潟中央ＪＣ～会津若松）、
　　　日東道（新潟中央ＪＣ～聖籠新発田）
　・路面陥没
　　　関越道２箇所（六日町～小出）（小出長岡）
　・路面隆起
　　　関越道２箇所（小千谷～長岡）（堀之内ＩＣ付近）
　・関越道山本山トンネル崩落との情報あり、確認のため現場に向かっている（警察情報では出入り
　　口に落下物があるが、大きな崩落ではないとのこと）

○河川

【直轄河川】 水系 河川

東北 最上川 最上川上流 10/23 18:10 10/23 19:53 10/24  6:00点検開始

一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

　　・点検対象河川及び点検状況

整備局 水系 河川
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東北 最上川 最上川中流 10/24 7:00から点検開始

東北 最上川 最上川下流 10/23 19:06

北陸 信濃川 信濃川 10/23 

北陸 信濃川 信濃川下流 10/23 18:50

北陸 信濃川 千曲川 10/23 19:00

関東 利根川 烏川 点検中

関東 利根川 碓氷川 点検中

関東 利根川 鏑川 点検中

関東 利根川 神奈川 点検中

関東 利根川 利根川 点検中

関東 利根川 渡瀬遊水池 点検中

関東 利根川 小貝川 点検中

関東 利根川 鬼怒川 点検中

関東 利根川 霞ヶ浦 点検中

関東 利根川 江戸川

関東 荒川 荒川

【補助河川】 水系 河川

埼玉県 10/23 18:10

４．被害状況 ※詳細は調査中

【直轄河川】

北陸 信濃川 信濃川 右岸 中之島町

北陸 信濃川 信濃川 右岸 中之島町

北陸 信濃川 信濃川 右岸

北陸 信濃川 信濃川下流右岸

【補助河川】

現在のところ情報なし

○ダム
　　・直轄ダム異常なし：横川（工事中）、大石、三国川、大川
　　・直轄ダム異常なし：２３
　　利水ダム全３５施設のうち、１１で点検完了異常なし、その他点検中

長生橋～妙見堰　天
端亀裂

27.2 坂路陥没

対策状況

堤防300m亀裂

長呂樋管付近で亀裂

整備局 水系 河川
被災状況

左右岸 キロ 地先 状況

一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間
都道府県 河川等

3



　　妙見堰で遠隔操作が作動せず、蒲原大堰の魚道操作盤起動せず、以外は異常なし

○鉄道
　　上越新幹線（浦佐～長岡）（とき３２５号、乗客約１５０名）全車両が脱線（全車両が脱線か
　　確認中）
　　脱線車両からの乗客避難は完了（確認中）
　　その他４本が駅間で停止中

○航空
　　被害の情報なし、新潟空港が１８：４５から再開

○港湾
　　新潟港（東港の東地区を除く）及び直江津港被害なし、それ以外調査中

○下水道

○その他
　　新潟市内で火災１件発生
　　栃尾市　石油タンク２件転倒
　　柏崎市　救急事件７件
　　信濃川河川事務所　庁舎破損、ロッカー転倒
　　長岡市内　火災３件発生、うち２件鎮火

６．人的被害（警察情報）
○死者２名
○負傷者１１名

代　表：　５２５３－８１１１　内線３５－８２２
直　通：　５２５３－８４６１

対策状況

新潟県 新潟県 堀之内処理場 流入汚水があるため作動
させています

分水槽、エアレーションタンクク
ラック漏水、管理用通路浸水、
汚泥消化タンク亀裂汚泥漏れ

19:00

都道府県名 管理者名 施設名 被害状況被災時刻

問合先：河川局防災課災害対策室　水落
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