
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 9月16日 12：28 警戒体制

関東地方整備局 9月16日 12：28 警戒体制 関東運輸局 9月16日 12：28 警戒体制
北陸信越運輸局 9月16日 12：30 注意体制

国土地理院 9月16日 12：28 注意体制 気象庁 9月16日 12：28 警戒体制

２．地震の概要
○発生日時　平成26年9月16日　12時28分
○震源地　　茨城県南部（北緯36度5.6分、東経139度51.8分）
○震源の震源の深さは47km、地震の規模（マグニチュード）は5.6と推定
○各地の震度（震度４以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度５弱 栃木県
群馬県

埼玉県

震度４ 栃木県

災　害　情　報
平成26年9月16日　15:00現在

国土交通省

茨城県南部を震源とする地震について（第２報）

佐野市亀井町＊ 佐野市葛生東＊ 下野市田中＊
前橋市粕川町＊ 伊勢崎市西久保町＊
太田市西本町＊ 千代田町赤岩＊ 大泉町日の出＊
邑楽町中野＊ みどり市大間々町＊
熊谷市江南＊ 加須市下三俣＊ 加須市騎西＊
加須市大利根＊ 本庄市児玉町 深谷市岡部＊
久喜市下早見 埼玉美里町木部＊
日光市鬼怒川温泉大原＊ 日光市芹沼＊
日光市今市本町＊ 宇都宮市明保野町
宇都宮市中里 足利市大 栃木市旭
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群馬県

埼玉県

宇都宮市中里町＊ 足利市大正町＊ 栃木市旭町
栃木市大平町富田＊ 栃木市藤岡町藤岡＊
栃木市都賀町家中＊ 栃木市西方町本城＊
栃木市万町＊ 栃木市岩舟町静＊ 佐野市中町＊
佐野市田沼町＊ 鹿沼市晃望台＊ 鹿沼市今宮町＊
小山市神鳥谷＊ 小山市中央町＊ 真岡市田町＊
真岡市石島＊ 益子町益子 茂木町茂木＊
壬生町通町＊ 野木町丸林＊ 高根沢町石末＊
下野市石橋＊ 下野市小金井＊
沼田市西倉内町 沼田市下久屋町＊ 沼田市白沢町＊
沼田市利根町＊ 片品村東小川 東吾妻町奥田＊
前橋市駒形町＊ 前橋市大手町＊ 前橋市堀越町＊
前橋市富士見町＊ 前橋市鼻毛石町＊
高崎市高松町＊ 高崎市吉井町吉井川＊
桐生市織姫町 桐生市元宿町＊ 桐生市黒保根町＊
桐生市新里町＊ 伊勢崎市今泉町＊ 伊勢崎市東町＊
伊勢崎市境＊ 太田市浜町＊ 太田市粕川町＊
太田市新田金井町＊ 太田市大原町＊
館林市美園町＊ 館林市城町＊ 渋川市赤城町＊
渋川市伊香保町＊ 藤岡市鬼石＊ 吉岡町下野田＊
板倉町板倉 群馬明和町新里＊ みどり市笠懸町＊
熊谷市桜町 熊谷市宮町＊ 熊谷市大里＊
熊谷市妻沼＊ 行田市本丸＊ 行田市南河原＊
加須市北川辺＊ 本庄市本庄＊ 東松山市市ノ川＊
東松山市松葉町＊ 羽生市東＊ 鴻巣市中央＊
鴻巣市川里＊ 深谷市仲町＊ 深谷市川本＊
久喜市青葉＊ 久喜市菖蒲＊ 久喜市栗橋＊
久喜市鷲宮＊ 滑川町福田＊ 嵐山町杉山＊
吉見町下細谷＊ 埼玉神川町植竹＊
埼玉神川町下阿久原＊ ときがわ町桃木＊
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茨城県

東京都

神奈川県

山梨県
長野県

○津波情報
津

川口市中青木分室＊ 川口市青木＊ 春日部市粕壁＊
春日部市金崎＊ 上尾市本町＊ 戸田市上戸田＊
桶川市泉＊ 北本市本町＊ 坂戸市千代田＊
幸手市東＊ 毛呂山町中央＊ 越生町越生＊
川島町平沼＊ 宮代町笠原＊ 杉戸町清地＊
さいたま西区指扇＊ さいたま北区宮原＊
さいたま大宮区天沼町＊ さいたま大宮区大門＊
さいたま見沼区堀崎＊ さいたま南区別所＊
さいたま緑区中尾＊ 白岡市千駄野＊ 皆野町皆野＊
長瀞町野上下郷＊ 長瀞町本野上＊
水戸市内原町＊ 笠間市中央＊ 笠間市下郷＊
笠間市笠間＊ 常陸大宮市北町＊ 小美玉市上玉里＊
土浦市常名 土浦市下高津＊ 土浦市藤沢＊
茨城古河市長谷町＊ 茨城古河市下大野＊
茨城古河市仁連＊ 石岡市柿岡 結城市結城＊
下妻市本城町＊ 下妻市鬼怒＊ つくば市小茎＊
八千代町菅谷＊ 境町旭町＊ 坂東市岩井
坂東市馬立＊ 坂東市山＊ 筑西市舟生
筑西市海老ヶ島＊ かすみがうら市上土田＊
桜川市岩瀬＊ 桜川市真壁＊ 桜川市羽田＊
常総市新石下＊
東京千代田区大手町 東京新宿区上落合＊
東京杉並区高井戸＊ 調布市西つつじヶ丘＊
町田市中町＊ 小平市小川町＊ 青梅市日向和田＊
横浜神奈川区神大寺＊ 横浜中区山手町
横浜港北区日吉本町＊ 横浜緑区十日市場町＊
横浜瀬谷区三ツ境＊ 川崎川崎区宮前町＊
山梨北杜市長坂町＊
長野南牧村海ノ口＊
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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

４．海上保安庁の対応

・被害情報なし

５．所管施設等の状況

○河川（9月16日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

・国管理：点検対象4河川

利根川水系利根川（点検中、13：00点検開始）

利根川水系鬼怒川（点検中、13：08点検開始）

利根川水系渡良瀬川（点検中、13：00点検開始）

荒川水系荒川（点検中、13：50点検開始）

・県管理：点検対象3県（栃木県、群馬県、埼玉県） 

栃木県：点検対象4河川（点検中）
群馬県：点検対象9河川（点検中）
埼玉県　点検対象25河川（点検中）
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○管理ダム（9月16日15:00現在）

・点検対象２３ダム（うち震度５弱：３ダム、うち震度４：１８ダム、加速度２５ガル以上：２ダム）

【直轄３ダム】

震度４

薗原ダム（利根川水系）：一次点検終了異常なし、二次点検省略

渡良瀬遊水池（利根川水系）：一次点検実施中

荒川調整池（荒川水系）：一次点検実施中

【水機構４ダム】

震度４

矢木沢ダム（利根川水系）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

奈良俣ダム（利根川水系）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

下久保ダム（利根川水系）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

草木ダム（利根川水系）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

【補助４ダム】

震度４

松田川ダム（栃木県）：一次点検終了異常なし、二次点検省略

権現堂調節池（埼玉県）：一次点検実施中

加速度２５ガル以上

桐生川ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検省略

飯田ダム（茨城県）：一次点検終了異常なし、二次点検省略

【利水１２ダム】

震度５弱

高津戸ダム（群馬県）：一次点検実施中

早川ダム（群馬県） 次点検終了異常なし 二次点検終了異常なし
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早川ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

間瀬ダム（埼玉県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

震度４

楮川ダム（茨城県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

平出ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

丸沼ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

寺沢ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

黒坂石ダム（群馬県）：一次点検実施中

茂沢ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

神水ダム（群馬県）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

玉淀ダム（埼玉県）：一次点検終了異常なし、二次点検実施中

赤川ダム（栃木県）：一次点検終了異常なし、二次点検終了異常なし

○土砂災害（9月16日15:00現在）

●土砂災害発生情報 　

・現時点で土砂災害発生の報告無し

※ NHKニュースで放送された群馬県前橋市大胡町上大屋87-11の土砂崩れについては、

群馬県より、人的被害及び人家被害はなしとの情報。（詳細確認中）

●砂防関係施設点検状況

・点検対象

〔直轄〕

利根川水系砂防事務所 ： 点検実施中 （現在のところ異常等報告なし）

日光砂防事務所 ： 点検実施中 （現在のところ異常等報告なし）

渡良瀬河川事務所　　　 ： 点検実施中 （現在のところ異常等報告なし）
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〔補助〕

震度5弱　 栃木県 ： 点検実施中 　 （現在のところ異常等報告なし）

群馬県 ： 点検実施中 　 （現在のところ異常等報告なし）

埼玉県 ： 点検実施中 　 （現在のところ異常等報告なし）

○道路（9月16日15:00現在）

●高速道路
・点検中、現時点において被害報告なし

【通行止め：なし】
道路名：北関東道
区間名：（東西方向）前橋南ＩＣ～太田桐生ＩＣ
開　 始：12:30～15:15
点　 検：特別巡回点検実施
その他：通行止め実施していた区間を含む北関東道　高崎ＪＣＴ～太田桐生ＩＣは
　　　　　 速度規制（50㎞/ｈ規制）に移行

【特別巡回点検区間：異常なし】
道路名：首都高速
区間名：全路線
開　 始：12:31～14:05
点　 検：特別巡回点検実施（震度４を観測したため）
その他：速度規制なし

●直轄国道
・点検完了。被害報告なし。

●補助国道
・点検中、現時点において被害報告なし
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●都道府県・政令市道
・点検中、現時点において被害報告なし

○鉄道関係（9月16日 15:00現在）
3事業者　5路線　　運転休止

事業者名 線　　名 運転休止区間
運転休止 運転再開

主な被害状況等
日 時刻 日 時刻

ＪＲ東日本
東北新幹線 東京駅～郡山駅 16 12:28 16 12:37

上越新幹線 大宮駅～高崎駅 16 12:28 16 13:00

ＪＲ東海 東海道新幹線 東京駅～熱海駅 16 12:28 16 12:38

ＪＲ東日本

上越線 高崎駅～（土樽駅） 16 12:28 16 13:21

両毛線 全線 16 12:28

吾妻線 全線 16 12:28 16 13:21

八高線 高麗川駅～高崎駅 16 12:28 16 13:21

信越線 全線 16 12:28 16 13:21

高崎線 宮原駅～高崎駅 16 12:28 16 13:25

16 12:28

桐生線 全線 16 12:28

12:28 16 14:44

野田線 大宮駅～春日部駅 16 12:28 16 14:53

佐野線 全線 16

小泉線 全線 16 12:28

首都圏新都市鉄道 常磐新線 全線 16 12:28 16 12:32

東武鉄道

伊勢崎線
浅草駅～館林駅 16 12:28 16 13:27

館林駅～伊勢崎駅

真岡鐵道 真岡線 全線 16 12:28 16 12:51
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○自動車関係（9月16日15:00現在）
・現時点において被害情報なし

○海事関係（9月16日15:00現在）
・所管施設等で被害情報なし
・運休情報なし

○港湾関係（海岸保全施設を含む）（9月16日15:00現在）
・現時点において被害情報なし

○航空関係（9月16日15:00現在）
・現時点において被害情報なし

○物流関係（9月16日15:00現在）
・現時点において被害情報なし

○下水道（9月16日15:00現在）

・点検中、現時点で被害情報なし。

○公園（9月16日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

上毛電気鉄道 上毛線 全線 16 12:28 16 14:15

上信電鉄 上信線 全線 16 12:28 16 13:50

わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線
桐生駅～大間々駅 16 12:28

大間々駅～間藤駅 16 12:38 16 12:46

秩父鉄道 秩父本線 全線 16 12:28 16 13:48

埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 全線 16 12:28 16 12:31

5 / 5

○宅地（9月16日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○公営住宅関連等（9月16日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○官庁施設（9月16日15:00現在）

・現時点において被害情報なし

○観光関係（9月16日15:00現在）
・現時点において被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　佐々木

代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１
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