
１．本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省 10月3日   9：26 警戒体制

12：40 注意体制

10月4日   8：30 体制解除

国土地理院 10月3日 　9：29 注意体制

北陸地方整備局 10月3日   9：26 注意体制 北陸信越運輸局 10月3日 　9：26 警戒体制

13：00 体制解除 12：40 注意体制

10月4日 　8：30 体制解除

気象庁 10月3日   9：26 警戒体制

東京管区気象台 10月3日   9：26 注意体制

15：00 体制解除

２．地震の概要

○発生日時　平成22年10月3日　9時26分頃

○震源地　　新潟県上越地方（ 北緯37.1度、東経138.4度）

○震源の深さは22km、地震の規模（マグニチュード）は4.7（暫定値）と推定

○各地の震度（震度４以上）

災　害　情　報
平成22年10月4日　9:00作成

国土交通省

新潟県上越地方を震源とする地震について（第２報）
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震度５弱 新潟県 上越市牧区柳島 上越市清里区荒牧

震度４ 新潟県 糸魚川市大野 上越市大手町 上越市木田

上越市安塚区安塚 上越市浦川原区釜淵

上越市柿崎区柿崎 上越市大潟区土底浜

上越市頸城区百間町 上越市板倉区針

上越市三和区井ノ口 妙高市田町

十日町市松代

○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

３．気象の状況

○上越地方の天気は、４日は寒冷前線の通過に伴い夕方まで雨で夜は曇りとなり、

　　５日は気圧の谷の影響で曇りで夕方から雨となる見込みである。

４．官邸の対応

○３日　９：３０　情報連絡室設置

○３日１２：１０　情報連絡室閉鎖

５．国土交通省の対応

○所管施設等について点検を行い、被害情報なし

○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
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６．海上保安庁の対応
○
も

７．人的被害（平成22年10月3日16:30消防庁情報）

①人的被害 被害なし

②住家被害 被害なし

③非住家被害 一部損壊１１棟

　 上越市：１０棟（公的施設９棟、ショッピングセンター１棟）

　 妙高市：　１棟（公的施設１棟）

④その他被害 妙高市：橋梁部水道管から漏水２箇所

８．所管施設等の状況

○河川（10月4日9時00分）

＜国管理河川＞ 水系 河川で点検を実施

発災後、巡視船艇２隻（新潟海上保安部所属巡視船やひこ、上越海上保安署所属巡視艇なつぎり）
と　航空機２機（新潟航空基地所属MA867、MH904）による沿岸部調査の結果、特段の被害は認め
られなかった。

※　直轄河川にかかる点検基準観測所での最大震度は４であり、緊急点検実施の基準である５弱に満た
なかったが、3日朝から震度４が連続観測されていたために関川、姫川の両河川で緊急点検を実施。基準
未満であったことと一次点検結果から、二次点検は省略。

北陸 姫川 姫川 3日 10:45 3日 11:55

開始時間 終了時間

北陸 関川 関川 3日 10:37 3日 11:45

2 2

整備局等 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間
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＜都道府県河川＞ 水系 河川で点検を実施

・被害状況

＜国管理河川＞

現在のところ被害情報なし。

＜都道府県管理河川＞

現在のところ被害情報なし。

新潟県 姫川水系 姫川他 42河川 3日 9:45 3日 12:50

新潟県 関川水系 保倉川他 6河川 3日 9:45 3日 11:30

新潟県 関川水系 関川他 90河川 3日 9:45 3日 12:30

新潟県 信濃川水系 渋海川他 10河川 3日 9:45 3日 11:30

3 152

都道府県 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間
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○管理ダム（１０月４日　9:00現在）

管理ダムにおける点検対象ダムについて

①直轄ダム→点検対象ダムは無し（異常なし）。

②補助ダム（新潟県４ダム）→城川ダム、柿崎川ダム、鯖石川ダム、正善寺ダム

※　対象ダムにおける点検は終了。点検の結果は「異常なし」。

○土砂災害警戒情報の発表状況（10月4日9:00）

発表なし

○土砂災害に関わる避難勧告等の状況（10月4日9:00）

現在のところ情報なし

○砂防（１０月４日　9:00現在）

・直轄

【震度４】

震度４を観測した松本砂防事務所管内の施設点検を実施。異常なし。

・補助

【震度５弱】

新潟県　　砂防施設の内、地震時重要点検箇所の点検を実施。異常なし。

現在のところ、被害情報等の報告無し。

○海岸（10月4日9:00現在）
1)点検対象及び点検状況

【補助海岸】

整備局 都道府県 海岸名
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間
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2)施設等の被害状況

【補助海岸】

北陸 新潟県

対策状況整備局 都道府県 海岸 被害箇所 被害状況等

青海海岸 9:30 12:00 - -

糸魚川海岸 9:30 12:00 - -

糸魚川能生海岸 9:30 12:00 - -

能生海岸 9:30 12:00 - -

名立海岸 9:30 12:00 - -

直江津名立海岸 9:30 12:00 - -

直江津海岸 9:30 12:00 - -

上越海岸 9:30 12:00 - -

9:30 12:00 - -

大潟海岸 9:30 12:00 - -

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

北陸 新潟県 柿崎海岸

被害なし 
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○道路（10月4日9:00）

・高速道路、有料道路

点検対象区間無し

・直轄国道

高田河川国道

国道8号：11:44点検完了異常なし（9:48点検開始）

国道18号：11:44点検完了異常なし（9:48点検開始）

長岡国道

国道8号：11:19点検完了異常なし（10:20点検開始）

・県管理道路

新潟県：12:50点検完了異常なし（9:46点検開始）

○鉄道関係(10月4日9:00現在)

・ＪＲ信越線（米山駅～黒姫駅）が地震の影響で、線路点検のため運転を見合わせ（3日9：26から3日12:57まで）。

・施設の被害なし。

○自動車関係(10月4日9:00現在)

被害情報なし。

○空港関係(10月4日9:00現在)

空港施設等被害無し

○港湾関係（10月4日9:00現在）

被害情報なし

○海事関係(10月4日09:00現在)
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○海事関係(10月4日09:00現在)

１）施設等の被害状況

被害情報なし

２）運休状況
運休情報なし

○下水道施設の被害状況（10月4日9:00現在）

現在のところ被害情報なし。

○公園施設の被害状況（10月4日9:00現在）

現在のところ被害情報なし。

○宅地の被害状況（10月4日9:00現在）

現在のところ被害情報なし。

○官庁施設等（10月4日9:00現在)

・被害情報なし。

○公営住宅関係（10月4日9:00分現在）

・被害情報なし。

○観光関係(10月4日9:00現在)

登録ホテル・旅館について、特段の被害報告なし。
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○物流関係(10月4日9:00現在)

営業倉庫に関する被害情報なし。

９．その他

・上越市の国土交通省の事務所付近・建物等の被害なし。周辺道路は通行可能。（北陸地整情報）

直　通：　０３－５２５３－８４６１

問合先：河川局防災課災害対策室　伊藤

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５８２２
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