
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 11月22日 22：08 非常体制

関東地方整備局 11月22日 22：08 非常体制

北陸地方整備局 11月22日 22：08 非常体制 11月22日 22：08 非常体制

気象庁 11月22日 22：08 非常体制

11月22日 22：08 非常体制

11月22日 22：08 非常体制

２．地震の概要

○発生日時　平成26年11月22日　22時8分頃

○震源地　　長野県北部（北緯36.7度、東経137.9度）

○震源の震源の深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は6.8と推定

○各地の震度（震度５弱以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度６弱 長野県

震度５強 長野県

震度５弱 長野県

白馬村北城＊ 信濃町柏原東裏＊

長野市信州新町新町＊ 長野市大岡＊ 中野市豊津＊

災　害　情　報
平成26年11月23日　1:45現在

国土交通省

長野市戸隠＊ 長野市鬼無里＊ 小谷村中小谷＊

国土地理院
国土技術政策総合研究所

長野県北部を震源とする地震について（第３報）

北陸信越運輸局

小川村高府＊

長野市箱清水 長野市豊野町豊野＊ 長野市中条＊
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震度５弱 長野県

新潟県 糸魚川市能生＊

３．国土交通省の対応

○１１月２２日２３：３０　第１回長野県北部を震源とする地震に関する災害対策本部会議を開催

○１１月２３日０：５０　第２回長野県北部を震源とする地震に関する災害対策本部会議を開催

○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

○災害対策用ヘリコプター　

防災ヘリ（まんなか、きんき、あおぞら、あいらんど）を手配中

○リエゾン派遣

・北陸地整から被災自治体へ派遣中（出発指示）

・白馬村、長野市、小谷村へ到着済み

※白馬村リエゾンより、白馬村にて生き埋め５名のうち、４名救出済み、１名救出中。

・小川村リエゾン情報

・１：３０　小川村到着

・進入ルートは、長野国道事務所（長野市）から、国道４０６号経由で、小川村役場まで通行

・小谷村リエゾン情報

・１：４０　小谷村到着

・進入ルートは、糸魚川ICから、国道１４８号経由で、小谷村役場まで通行

・大きな被害は確認されていない。

・全村の安否確認状況は、３分の２は確認済み。３分の１確認中。

・県道は、緊急車両が通行可能な状況

長野市信州新町新町 長野市大岡 中野市豊津

大町市八坂＊

妙高市関川＊
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○TEC-FORCE

・北陸地整２４：０５先遣隊出発

・関東地整２４：２０先遣隊出発

○災害対策用機械等出動状況　（11月23日1:45現在）

・小谷村に照明車２台、ポンプ車２台、衛星通信車１台派遣中

４．国土地理院の対応

○被害状況把握のため、くにかぜ撮影準備中

５．気象庁の対応

○２３日０時から記者会見を実施

○長野県及び新潟県に気象台職員を派遣

○引き続き適時適切な情報発表に努める

６．所管施設等の状況

○河川　（11月23日01:45現在）

（点検対象河川）

国管理河川：姫川（高田河川）、千曲川（千曲川河川）

県管理河川：新潟県内及び長野県内の河川が対象

国管理河川については、姫川は一次点検完了（異常なし）、千曲川は点検中

県管理河川については、現在点検中

派遣中 11月23日～

関東地整 長野県北安曇野郡白馬村北城 広域支援 照明車 1 派遣準備中 11月23日～

北陸地整 長野県北安曇野郡白馬村立の間 河道閉塞の恐れ 照明車 2

状況 期間

北陸地整 長野県北安曇野郡白馬村立の間 河道閉塞の恐れ 排水ポンプ車 2 派遣中 11月23日～

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数
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○土砂災害　（11月23日　1:45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、情報収集中

●砂防関係施設点検状況

・点検対象

〔直轄〕

松本砂防事務所　：　点検対象であり、夜明け後に点検を実施予定

〔補助〕

震度６弱　長野県 夜明け後に点検を実施予定

震度５弱　新潟県 現在点検中

○道路

□　道路関係で、現時点で人的被害の報告なし

■高速道路

　　・点検完了　異常なし　（１：２０上信越道、長野道通行止め解除）

■直轄国道

　　・点検完了（通行規制を伴う損傷はなし）
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■補助国道

　　・現在点検中

　　・土砂崩れにより長野県内で２箇所通行止め

　　　□ 国道148号

　　　　　・ 長野県白馬村新田～北上（立の間チェーン着脱所付近）

　　　　　　※県境より小谷村白馬大池まで

　　　　　　　　　　　　　　北陸地整の職員により通行可能を確認

　　　　　　　土砂崩れ箇所の迂回路の状況については確認中

　　　□ 国道406号

　　　　　・ 白馬村白沢トンネル付近で、路面隆起により通行止め

　　　　　　※その他の区間の状況については確認中

■都道府県道

　　・長野県　７箇所　通行止め

        ※１箇所で孤立情報あり

        （主）川尻小谷線　小谷村中土付近　路面陥没　孤立世帯あり（詳細確認中）

○管理ダム（11月23日1:45現在）

点検対象：１３ダム

直轄管理ダム ：点検対象の１ダムで一次点検終了異常なし、二次点検中

水資源機構管理ダム ：点検対象なし

道府県管理ダム ：点検対象の７ダムのうち４ダムで一次点検終了、奥裾花ダムにおいては漏水量増加

その他は異常なし、３ダムで一次点検中

利水ダム ：点検対象の５ダムのうち４ダムで一次点検終了異常なし、１ダムで一次点検中

震度 次点検 次点検ダム名 所在
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利水 鹿沢ダム 群馬県 震度３（３１ガル） 点検終了　異常なし 二次点検省略

利水 笹ヶ峰ダム 新潟県 震度４ 実施中

明朝実施

利水 七庫ダム 長野県 震度４ 点検終了　異常なし 明朝実施

利水 高瀬ダム 長野県 震度４ 点検終了　異常なし

利水 湯の瀬ダム 長野県 震度５強 点検終了　異常なし 明朝実施

道府県 北山ダム 長野県 震度４ 実施中

明朝実施

道府県 豊丘ダム 長野県 震度４ 点検終了　異常なし
可能な範囲で実施中（明
朝も実施）

道府県 正善寺ダム 新潟県 震度４ 点検終了　異常なし

道府県 水上ダム 長野県 震度５弱 実施中

道府県 小仁熊ダム 長野県 震度５弱 実施中

震度 一次点検

可能な範囲で実施中（明
朝も実施）

道府県 裾花ダム 長野県 震度５強 点検終了　異常なし
可能な範囲で実施中（明
朝も実施）

道府県 奥裾花ダム 長野県 震度６弱 点検終了　漏水量増加

二次点検

大町ダム 長野県 震度３（３３ガル） 点検終了　異常なし
可能な範囲で実施中（明
朝も実施）

ダム名

直轄

所在
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○鉄道関係（11月23日 1:30現在）
2事業者　7路線　　運転休止

○空港（11月23日1:45現在）

・松本空港（震度４）、新潟空港（震度３）、富山空港（震度３）異常無し、その他の空港も異常無し

○港湾関係（11月23日1:40現在）

・現時点において被害情報なし。

○自動車関係（11月23日1:40現在）

・現時点において被害情報なし。

○海事関係（11月23日1:45現在）

・現時点において被害情報なし。

22 22:08 23日始発から運転再開予定

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

長野新幹線 上田駅～長野駅間 22 22:08 23 1:46

東北新幹線 22 22:08 22 22:20

ＪＲ東日本

上越新幹線 22 22:08 22 22:20

篠ノ井駅～米山駅間 22 22:08

大糸線 信濃大町駅～南小谷駅
間

22 22:08 白馬大池駅～千国駅間、土砂流入

小海線 八千穂駅～小諸駅間

ＪＲ西日本 北陸線 糸魚川駅～直江津駅間 22 22:08

ＪＲ東日本

篠ノ井線 松本駅～篠ノ井駅間 22 22:08

信越線

飯山線 豊野駅～森宮野原駅間 22 22:08
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○物流（11月23日1:30現在）

・現時点において被害情報なし。

○下水関係（11月23日1:45現在）

・現時点で被害情報なし。現在、点検調査中。

○公園（11月23日1:45現在）

・現時点で被害情報なし。

○宅地（11月23日1:45現在）

・現時点で被害情報なし。

○住宅・建築物関係（11月23日1:45現在）

・現時点で被害情報なし。

・被災建築物応急危険度判定

長野県において、23日から被災建築物応急危険判定を実施予定。

○官庁施設（11月23日1:45現在）

・現時点において被害情報なし。

○観光関係（11月23日1:45現在）

・現時点において被害情報なし。

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　佐々木

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２
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