
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 2月21日 21：22 非常体制

北海道開発局 2月21日 21：22 非常体制 北海道運輸局 2月21日 21：22 非常体制

2月21日 21：22 非常体制 気象庁 2月21日 21：22 非常体制

２．地震の概要

○発生日時　平成31年2月21日　21時22分

○震源地　　胆振地方中東部（北緯４２．８度、東経１４２．０度）

○震源の深さは３３ｋｍ（暫定値）、地震の規模（マグニチュード）は５．８（暫定値）

○各地の震度（震度５弱以上）
震度６弱 北海道
震度５強 北海道
震度５弱 北海道

３．国土交通省の対応

○大臣指示（2/21 21:30）

○国土交通省災害対策本部会議を開催（2/21 22:30）

○所管施設等について点検中

○リエゾン派遣

北海道庁、厚真町、安平町、むかわ町等に派遣中
○ホットライン

・厚真町、安平町、むかわ町とホットライン確立

○「平成３０年北海道胆振東部地震」で土砂災害警戒情報の発表基準震度5強以上を観測した市町において、

　 土砂災害戒情報の発表基準を通常基準より引き下げた暫定運用について、継続し運用中。

通常基準の7 割の暫定基準市町（震度6 弱以上）、継続し運用中。

札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町

通常基準の8 割の暫定基準市町（震度5 強）、継続し運用中。

苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町

○災害対策用ヘリコプター

2/22 早朝より調査予定

４．気象庁の対応

○記者会見 （2月21日23：20）

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）を2月21日より派遣

　　（派遣先：北海道、厚真町）

５．国土地理院の対応

○電子基準点の地殻変動：震源から南西約14ｋｍの最寄の電子基準点（厚真）では、有意な変動を観測せず（2/21）

６．国土技術政策総合研究所等の対応

○国総研災害対策本部会議を開催（2/21　22:30）

○土木研究所非常支援体制（2/21　21:22）

○建築研究所非常支援体制（2/21　21:22）

災　害　情　報
平成31年2月21日　23:30時点

国土交通省

北海道胆振地方中東部を震源とする地震について（第２報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

国土技術政策総合研究所

札幌市北区 札幌市手稲区 千歳市

長沼町 平取町

厚真町
安平町 むかわ町
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７．所管施設等の状況

○管理ダム（２月２１日２３：００現在）

■点検状況

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

４）利水ダム

ダ　ム　名 水系名 一　次　点　検 二　次　点　検

二風谷 沙流川 点検中

漁川 石狩川 点検中

夕張シューパロダム 石狩川 点検中

桂沢 石狩川 点検中

ダ　ム　名 道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

ダ　ム　名 水系名 一　次　点　検 二　次　点　検

クォ－ベツ 北海道 点検中

瑞穂 北海道 点検中

栗山 北海道 点検中

ダ　ム　名
所在地

都道府県
名

一　次　点　検 二　次　点　検

厚真 北海道 点検中

川端 北海道 点検中

千歳第3 北海道 点検中

千歳第4 北海道 点検中

穂別 北海道 点検中

幌別 北海道 点検中

月形 北海道 点検中

青山 北海道 点検中

上幌二の沢 北海道 点検中

千代谷 北海道 点検中

豊ヶ丘 北海道 点検中

上幌一の沢 北海道 点検中

岩知志 北海道 点検中

奥沙流 北海道 点検中

ヌッパの沢 北海道 点検中

双珠別 北海道 点検中
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

■水門・陸閘等の操作状況

１）直轄海岸

２）都道府県管理海岸

■海岸保全施設の被害状況等

１）直轄海岸

２）都道府県管理海岸

対応不要

整備局 都道府県 海岸名
閉鎖未実施

水門・陸閘等数
備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）

対応不要

都道府県 市町村 海岸名
閉鎖未実施

水門・陸閘等数
備考（一般被害状況、対策状況、避難勧告・指示、避難状況等）

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等
備考（一般被害状況、対策状況、
避難勧告・指示、避難状況　等）

備考（一般被害状況、対策状況、
避難勧告・指示、避難状況　等）

北海道
開発局

北海道 胆振海岸 早朝より点検開始予定

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等

北海道
開発局

北海道 小樽海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 鵡川海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 新冠海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 静内海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 登別海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 門別海岸 早朝より点検開始予定

北海道
開発局

北海道 石狩海岸 早朝より点検開始予定
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○道路（2月21日23:30現在）

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

１）高速会社等管理道路

現在、１路線で１区間で点検による通行止め。

（以下、現時点で確認できている通行止め区間等）

２）公社有料

被災による通行止め：なし

３）直轄国道

被災による通行止め：なし

■その他の道路の通行止め及び被災状況
＜都道府県管理道路＞

１）都道府県・政令市道

被災による通行止め：なし

○鉄道（2月21日 23:30現在）

（施設の被害等）

・確認中

（運行状況）

　１事業者 　３路線　運転休止

ＪＲ貨物：駅間停車２本

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

■施設等の点検状況

・ 苫小牧港（国際拠点港湾）、石狩湾新港（重要港湾）、白老港（地方港湾）で点検中（現時点で被害情報なし）。

・ 苫小牧港フェリーターミナルの民間施設については、点検の結果、異常なしとの情報あり。

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等

路線名 区間名 被災状況 備考

【E63】
日高自動車道 苫東中央IC～日高富川IC 点検による通行止め 直轄管理区間

北海道旅客鉄道 千歳線 南千歳～新千歳空港 点検中

北海道旅客鉄道 千歳線 北広島～沼ノ端 点検中

北海道旅客鉄道 日高線 苫小牧～鵡川 点検中

北海道旅客鉄道 石勝線 南千歳～追分 点検中
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○航空関係（2月21日23:30現在）

■新千歳空港

・震度4

・滑走路異常なし

・その他空港施設等に異常なし

■丘珠空港

・震度4

・滑走路異常なし

・その他空港施設等に異常なし

■運航状況等

・欠航便なし

・遅延便　出発：1便、到着1便

○自動車、海事、物流、観光、都市・公園、住宅、官庁施設

・現時点で被害情報なし

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２
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