
１．本省及び地整等の体制について

８月１６日 １１：４６ 非常体制

１１：４６ １１：４６

８月１６日 １１：４６ 警戒体制 ８月１６日 １１：４６ 注意体制

１４：３０ 注意体制 １１：５４ 警戒体制

８月１６日 １１：４６ 注意体制 ８月１６日 １１：４６ 注意体制

１７：００ 体制解除 １１：４６

８月１６日 １１：４６ 注意体制 １１：４６

１７：００ 体制解除

２．地震概要

○発生日時   　平成１７年８月１６日　１１時４６分頃

○震源地    　 宮城県沖（北緯３８．１度、東経１４２．４度）

○震源の深さ   ４２ｋｍ

○地震の規模   マグニチュード７．２

○各地の震度（震度５強以上）

震度６弱　　宮城県川崎町

震度５強　　宮城県石巻市、涌谷町、田尻町、栗原市、東松島市、仙台市宮城野区、泉区、

　　　　　　名取市、蔵王町、岩手県藤沢町

○津波注意報

宮城県沿岸に津波注意報（１３：１５解除）

３．政府の対応

○１１：５１　官邸対策室設置

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

○１２：５０災害対策用ヘリコプター「あおぞら号」が被災現場に向けて東京へリポートを離陸

○１３：２０災害対策用ヘリコプター「みちのく号」調査開始

○１３：２０中野大臣政務官が東北地方整備局おいて東北地方整備局及び東北運輸局の現地指揮開始

○関係省庁合同情報先遣チームに国交省職員１名を派遣、１４：３０出発

○スポーツ施設（仙台市）の天井落下の事故の調査のため、国交省職員１名、国総研職員２名、

　建研職員１名を派遣、１６：００出発

○１４：０７東北地方整備局の中野大臣政務官とＴＶ会議

○１５：０５本省岩崎大臣政務官、東北地整中野大臣政務官とＴＶ会議

北陸地方整備局

関東地方整備局

東北地方整備局

関 東 運 輸 局

北陸信越運輸局

東 京 航 空 局

中 部 運 輸 局

災 　害　　情　　報
平成１７年８月１６日　１７：２０作成

 国   土   交   通   省

宮城県沖を震源とする地震について（第７報）

非常体制８月１６日 非常体制

国 土 交 通 本 省

東 北 運 輸 局 ８月１６日

注意体制

中部地方整備局 ８月１６日 非常体制

８月１６日
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○１５：５３災害対策用ヘリコプター「あおぞら号」再調査開始

○関係省庁合同情報先遣チームに中野大臣政務官が合流予定

○ＧＰＳ連続観測による緊急解析を実施

○国土地理院ホームページに「宮城県沖を震源とする地震関連ページ」を開設

○下水道施設の現地調査のために、国総研職員３名を派遣。

５．人的被害（消防庁調べ　１６日１６：３０現在）

※特に重傷との報告がないものは、軽傷に分類

６．所管施設等の状況

○道路（１６日１７：００現在）

・高速道路

　　　→通行止め区間については、１３：４０までにすべて解除（点検完了、異常なし）。

・直轄国道

　　　→１６：３０までに点検完了、異常なし。（通行止めなし）

・県管理道路

　　　→国道４５７号（岩手県一関市）において、落石のため通行止めを実施中。人的被害なし。

・有料道路

　　　→通行止め区間については、１３：３０までにすべて解除（点検完了、異常なし）。

○鉄道（１６日１６：３０現在）

・東北新幹線全線で運転見合わせ中、脱線はなし　人的被害の情報もなし
・東京～郡山間で停車していた列車は、運転に支障がないため最寄り駅に収容するため運転実施。

・現在、８本、駅間で列車が停車中。（うち２本については、ＪＲ職員の誘導により仙台駅に乗客を収容中）

・東海道、上越、長野新幹線は運転再開

負 傷 者
人　的　被　害

死 行　方

者 不明者 重傷 軽傷
人 人 人 人

42

16 11:50長野新幹線 16 11:46

上越新幹線 16 11:46 16 11:50

秋田新幹線 全線 16 11:46

25

　　　→国道２８６号（宮城、山形県境）において、落石の危険性のため事前通行止めを実施。
　　　　 点検の結果、異常なし、１５：３０通行止め解除。

　　　→磐梯吾妻有料道路（福島県福島市／福島県道路公社）において、
　　　　 落石による車両物損事故発生、怪我人なし（通行止めなし。）

全線 16 11:46山形新幹線

2
岩手県 51

福島県

都道府県名

宮城県
埼玉県

運転再開
主な被害状況等

日 時間 日 時間

16 11:46

　　　→県道１８９号東和薄衣線（宮城県登米市）において、落石のため通行止めを実施。
　　　　 人的被害なし、１５：０５通行止め解除。

360 0 3合計

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止

東北新幹線 全線
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○空港（１６日１６：３０現在）
仙台空港　Ｂ滑走路異常なし、１２：０４運用再開

　　　　　　　Ａ滑走路異常なし、１２：０９運用再開

仙台空港及び東北、関東地区の各空港については、通常運用中

地震による欠航・遅延便なし

○河川（１６日１６：００現在）
・国、都道府県管理河川とも点検中、現在のところ被害の情報なし

○ダム（１６日１６：３０現在）
・釜房ダムを含む２８ダムについては二次点検終了、異常なし、体制解除

・７７ダムで一次点検終了異常なし

・その他４０ダムで点検中、今のところ被害報告なし

11:46 16 11:58東海旅客鉄道㈱ 東海道新幹線 東京～小田原 16

11:46 16 12:26鹿島鉄道 鹿島鉄道線 全線 16

11:46 16 13:30山形鉄道 ﾌﾗﾜｰ長井線 全線（荒砥駅～赤湯駅） 16

11:46三陸鉄道 南リアス線 全線（釜石駅～盛駅） 16

11:46 16 13:45くりはら田園 くりはら田園鉄道線 全線（石越駅～細倉マインパーク前駅） 16

11:46 16 14:02IGRいわて いわて銀河鉄道線 盛岡駅～厨川駅 16

仙台市交通局 南北線 16 11:46 16 14:56

16 13:40

阿武隈急行 阿武隈急行線 全線（槻木駅～福島駅） 16 11:46

横須賀線 大船駅～逗子駅間 16 11:46

16 14:21

左沢線 全線 16 11:46 16 14:17

只見線 全線 16 11:46

16 14:21

米坂線 全線 16 11:46 16 14:18

磐越西線 全線 16 11:46

磐越東線 全線 16 11:46

常磐線 原ノ町駅～仙台駅間 16 11:46

奥羽線 全線 16 11:46

田沢湖線 大曲駅～盛岡駅間 16 11:46

北上線
北上駅～藤根駅間 16 11:46

横川目駅～相野々駅間 16 11:46

16 15:18

再開
山田線

津軽石駅～釜石駅間 16 11:46

盛岡駅～上米内駅間 16 11:46

釜石線 全線 16 11:46 16 14:48

大船渡線 一ノ関駅～盛駅間 16 11:46

気仙沼線 前谷地駅～気仙沼駅間 16 11:46

陸羽西線 全線 16 11:46

陸羽東線 全線 16 11:46 16 14:19

仙山線 全線 16 11:46

仙石線 全線 16 11:46

石巻線 全線 16 11:46

東北本線 白坂駅～盛岡駅間 16 11:46

東日本旅客鉄道㈱
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○砂防（１６日１５：００現在）

砂防関係施設点検状況

・直轄 東北地整・・・新庄河川事務所、福島河川国道事務所、岩手河川国道事務所において、点検実施中

北陸地整・・・湯沢砂防事務所において、点検実施中

　　　　　　　　　飯豊山系砂防事務所点検終了、異常なし

・補助 青森、岩手、宮城、秋田、山梨、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、山梨の各県において、

点検実施中、青森、秋田、群馬、千葉、長野の各県において点検終了、異常なし

土砂災害等の被害状況

・宮城県において、落石１件（蔵王町で負傷者１名）、がけ崩れ１件（石巻市）、ただし２件ともテレビ報道のみ

・青森県、岩手県、秋田県、山梨県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県で確認中

○海岸（１６日１６：３０現在）

・直轄（仙台湾南部海岸）、補助海岸（青森、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、千葉各県）ともに点検を実施

・直轄及び茨城、千葉県は点検終了し、被害無し

・茨城、千葉県以外の各県において、点検継続中であり、現在、福島県の海岸で一部崩落ありとの報告

○海上交通等（１６日１６：３０現在）

・現在特段の被害情報の連絡なし

・造船所等の施設・人的被害は今のところ情報なし

○港湾（１６日１６：３０現在）

・直轄施設

　宮城県内　仙台塩釜港：異常なし。

　青森・秋田・山形県内各施設異常なし、その他の施設は点検中

・補助施設　点検中

○バス等情報（１６日１６：３０現在）

・高速バスの運行状況：平常運行

・現在まで、人的被害の情報なし。

○観光関連（１６日１６：３０現在）

・現在まで、被害報告なし

○官庁施設（１６日１５：００現在）
・７施設でクラック等の軽微な被害報告あり。特段の支障はない模様。

○公園（１６日１６：３０現在）

・国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）

　　15:30に園内の詳細点検を終了。人的被害なし（入園者約１，５００人）

　　一部施設に壁の剥離が発生したが、園内の安全が確認されたため、通常開園中

・都市公園

　　施設点検を実施中、現在のところ被害報告なし。

　　七北田公園（仙台市）、海岸公園（仙台市）で一部施設被害報告あり
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○下水道（１６日１６：３０現在）

・施設点検を実施中、現在のところ被害報告なし。

・処理場、ポンプ場は、大きな被害報告はないが、引続き詳細点検中

・管渠は、詳細点検中

○宅地（１６日１６：３０現在）

・現在、調査中、今のところ被害報告なし

○建築物（１６日１６：３０現在）

・仙台市でスポーツ施設の天井が落下

・埼玉県加須市で住宅１棟が全壊

・東北地方のエレベーター１５台・関東地方のエレベーター８台で閉じ込め（調査継続中）

直　通：　５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　水落
代　表：　５２５３－８１１１　内線３５－８２２
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