
災　害　情　報
平成18年6月12日　13:00作成

国土交通省

大分県中部を震源とする地震について（第３報）

１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 6月12日 5：01 警戒体制

中国地方整備局 6月12日 5：01 警戒体制 中国運輸局 6月12日 5：01 警戒体制

10：25 注意体制

四国地方整備局 6月12日 5：01 警戒体制 四国運輸局 6月12日 5：01 警戒体制

9:15 注意体制

九州地方整備局 6月12日 5：01 警戒体制 九州運輸局 6月12日 5：01 警戒体制

10:30 注意体制

２．地震の概要

○発生日時　平成18年6月12日　5時1分頃

○震源地　　大分県中部（ 北緯33.2°、東経131.4°）

○震源の深さは約146km、地震の規模（マグニチュード）は6.2と推定

○各地の震度（震度４以上）

震度５弱 大分県 佐伯市中村南

広島県 呉市川尻町

愛媛県 今治市大西町 八幡浜市保内町 伊方町湊浦

西予市明浜町

震度４ 大分県 国東市鶴川 国東市田深 国東市安岐町

大分市長浜 大分市碩田町 臼杵市臼杵

佐伯市蒲江 佐伯市春日町 佐伯市役所

佐伯市上浦 佐伯市弥生 佐伯市鶴見

佐伯市米水津 津久見市宮本町 豊後大野市犬飼町

竹田市荻町

広島県 安芸高田市向原郵便局 安芸高田市向原町 北広島町有田

竹原市中央 三原市円一町 三原市大和町

三原市本郷町 三原市久井町 尾道市久保

尾道市向島町 尾道市因島土生町 尾道市瀬戸田町

福山市松永町 福山市駅家町 大崎上島町中野

大崎上島町木江 大崎上島町東野 世羅町東神崎

世羅町西上原 広島中区羽衣町 広島中区大手町

広島南区宇品海岸 広島西区己斐 広島安佐南区緑井

広島安佐北区可部南 広島安芸区中野 広島佐伯区利松

呉市宝町 呉市広 呉市中央

呉市下蒲刈町 呉市音戸町 呉市倉橋町支所

呉市蒲刈町 呉市安浦町 呉市豊町

大竹市小方 東広島市黒瀬町 東広島市福富町

東広島市豊栄町 東広島市河内町 廿日市市下平良

廿日市市大野 府中町大通り 海田町上市

坂町役場 江田島市江田島町 江田島市能美町

江田島市沖美町

愛媛県 今治市南宝来町二丁目 今治市南宝来町一丁目 今治市波方町

今治市菊間町 今治市吉海町 今治市上浦町

今治市大三島町 西条市丹原町鞍瀬 西条市周布



園

上島町弓削 上島町生名 上島町岩城

松山市北持田町 松山市富久町 松山市北条辻

松山市中島大浦 伊予市下吾川 愛媛松前町筒井

久万高原町久万 宇和島市住吉町 宇和島市丸穂

宇和島市吉田町 宇和島市津島町 八幡浜市五反田

大洲市長浜 大洲市肱川町 大洲市大洲

内子町平岡 西予市野村町 西予市宇和町

西予市三瓶町 愛南町柏 愛南町一本松

島根県 吉賀町六日市

山口県 萩市江向 周南市富田 岩国市今津

岩国市横山 岩国市玖珂町阿山 岩国市由宇町

岩国市玖珂総合支所 岩国市周東町下久原 柳井市南町

柳井市大畠 上関町長島 田布施町下田布施

田布施町下田布施２ 平生町平生 周防大島町平野

周防大島町久賀 周防大島町小松 周防大島町森

周防大島町西安下庄

岡山県 岡山市灘崎町 倉敷市船穂町 玉野市宇野

浅口市金光町

宮崎県 延岡市古城町 西都市上の宮 高鍋町上江

都農町役場 北川町白石中央住宅 高千穂町三田井

宮崎市霧島 宮崎市松橋 宮崎市橘通東

宮崎南郷町南町 野尻町東麓

香川県 多度津町家中

高知県 宿毛市片島 宿毛市桜町 中土佐町久礼

四万十市八反原児童公 黒潮町入野 黒潮町佐賀

熊本県 阿蘇市波野

 ○国土交通省の設置している地震計

三次河川国道事務所吉田出張所 (広島県安芸高田市吉田町常友字西大坪1204-1、東経

132度42分8秒、北緯34度39分21秒) で最大加速度136galを観測。

○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

３．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

○九州地方整備局災害対策用ヘリコプター（はるかぜ）大分県内にて情報収集実施。

４．人的被害

負傷者5名（重傷１名、軽傷４名）（12:00現在消防庁情報）

５．所管施設等の状況

○道路（６月１２日１２：００現在）

・特段の被害報告はなし。

＜高速道路・有料道路＞

・山陽道（西条IC～五日市IC）、広島道（広島JCT～広島西風新都IC）で点検を実施し、6:45に点検を

完了。通行止め解除（異常なし）。

・その他路線においても、点検を完了し、異常なし。

＜直轄国道＞

・点検を完了し、異常なし（中国・四国・九州地方整備局）。

＜県管理道路（補助国道・地方道）＞



・点検を完了し、異常なし（広島県、広島市、山口県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県、

宮崎県）。

・現在、点検実施中（島根県、岡山県）

○鉄道（６月１２日１２：００現在）

・全線運転再開

・ＪＲ山陽新幹線　９時１２分徐行運転解除

事業者名 線　　名 運転中止区間
運転中止 運転再開

主な被害状況等
日 時間 日 時間

西日本旅客鉄道 山陽線 三原～西条 6/12 5:01 6/12 10:00
〃 呉線 三原～海田市 〃 5:01 〃 11:51
〃 岩徳線 岩国～櫛ヶ浜 〃 5:01 〃 9:22

錦川鉄道 錦川清流線 錦町～川西 〃 5:34 〃 9:45
四国旅客鉄道 予讃線 今治～松山 〃 5:01 〃 9:12

〃 〃 伊予市～宇和島 〃 5:01 〃 8:24
〃 予土線 窪川～宇和島 〃 5:01 〃 8:24

○空港関連（１２日　１２：００現在）

・被害なし。

○港湾関連（１２日　１２：００現在）
・港湾及び海岸保全施設について目視点検中。現在のところ被害の情報はなし。　

○ 船舶運航（１２日　１２：００現在）

・通常運航

○ 高速バス等（１２日　１２：００現在）

・通常運行

○河川（１２日１２：００現在）

＜国管理河川＞

・中国・四国・九州管内の17水系で1次点検を実施。被害情報なし。

・6水系で2次点検終了。被害情報なし。5水系で2次点検中。

＜都道府県管理河川＞

・広島県、岡山県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、大分県、熊本県内の河川で点検実施中。

・高知県管理の河川について点検終了。

・現在のところ被害情報無し。

○ダム（１２日１２：００現在）
・中国、四国、九州地整管内の72のダム（直轄14、補助28、利水30）において、１次点検実施。異常なし。

・16のダム（直轄7、補助6、利水3）で2次点検を実施中。（内、補助の2ダムは点検終了）

現在のところ異常の報告なし。

○土砂災害等の発生状況（平成１８年６月１２日１２時００分現在）

・崖崩れ１件（広島県呉市東川原石町にて民家裏法面（石積擁壁）の崩落（斜面中腹止））

○砂防関係施設点検状況（6月12日１２：００現在）

＜直轄＞

・点検対象施設なし

＜補助＞



・島根県、広島県、山口県、愛媛県、香川県、高知県、大分県、宮崎県において点検実施中

・熊本県は点検終了、異常なし

○官庁施設（6月12日１２：００現在）
・中国、四国、九州地整において点検実施。

四国地整において3施設に軽微な被害。

○海岸（6月12日１２：００現在）

＜直轄＞

・点検対象箇所なし。

＜補助＞

・岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県にて点検実施中。

・大分県点検終了。被災情報なし。

・愛媛県今治市波止浜にて護岸l=8m(SL4.0m）被災。

問合先：河川局防災課災害対策室　山後

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８３２

直　通：　０３－５２５３－８４６１
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