
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 5月30日 20：24 警戒体制

関東地方整備局 5月30日 20：24 警戒体制 関東運輸局 5月30日 20：24 警戒体制

北陸信越運輸局 5月30日 20：27 注意体制

中部地方整備局 5月30日 20：24 注意体制 中部運輸局 5月30日 20：30 注意体制

国土地理院 5月30日 20：24 警戒体制 気象庁 5月30日 20：24 警戒体制

5月30日 20：24 警戒体制

２．地震の概要

○発生日時　平成27年5月30日　20時24分頃

○震源地　　小笠原諸島西方（北緯27.9度、東経140.8度）

○震源の震源の深さは約590km、地震の規模（マグニチュード）は8.5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強 東京都

神奈川県

震度５弱 埼玉県

震度４ 東京都

神奈川県

国土技術政策総合研究所

横浜保土ケ谷区上菅田町＊ 横浜港北区大倉山＊

横浜港北区日吉本町＊ 横浜戸塚区鳥が丘＊

横浜中区山手町 横浜中区山下町＊

横浜中区山吹町＊ 横浜中区日本大通＊

小笠原村父島西町 小笠原村父島三日月山

横浜西区みなとみらい＊ 横浜西区浜松町＊

東京葛飾区立石＊ 東京葛飾区金町＊

東京江戸川区中央 東京江戸川区船堀＊ 青ヶ島村

東京足立区中央本町＊ 東京足立区伊興＊

東京足立区神明南＊ 東京足立区千住中居町＊

東京板橋区相生町＊ 東京練馬区豊玉北＊

東京練馬区光が丘＊ 東京練馬区東大泉＊

東京荒川区荒川＊ 東京荒川区東尾久＊

東京板橋区高島平＊ 東京板橋区板橋＊

東京渋谷区本町＊ 東京豊島区東池袋＊

東京北区西ヶ原＊ 東京北区赤羽南＊

東京江東区塩浜＊ 東京品川区北品川＊

東京国際空港 東京大田区本羽田＊

東京江東区越中島＊ 東京江東区東陽＊

東京江東区森下＊ 東京江東区亀戸＊

東京港区南青山＊ 東京文京区大塚＊

東京墨田区東向島＊ 東京江東区青海

東京中央区日本橋兜町＊ 東京中央区勝どき＊

東京港区海岸 東京港区芝公園＊ 東京港区白金＊

東京千代田区大手町 東京千代田区富士見＊

東京千代田区麹町＊ 東京中央区築地＊

二宮町中里＊

鴻巣市中央＊ 春日部市谷原新田＊ 宮代町笠原＊

災　害　情　報
平成27年5月30日　22:45現在

国土交通省

小笠原諸島西方沖を震源とする地震について（第２報）

小笠原村母島
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埼玉県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

山梨県

長野県

静岡県 伊豆の国市四日町＊

忍野村忍草＊

佐久市中込＊

南房総市富浦町青木＊ 南房総市岩糸＊

南房総市谷向＊ 南房総市千倉町瀬戸＊

鋸南町下佐久間＊ いすみ市岬町長者＊

いすみ市国府台＊ 南房総市上堀

館山市北条＊ 木更津市役所＊ 鴨川市八色

鴨川市横渚＊ 君津市久留里市場＊ 君津市久保＊

柏市柏＊ 市原市姉崎＊ 流山市平和台＊

浦安市日の出 浦安市猫実＊ 館山市長須賀

千葉美浜区ひび野 市川市八幡＊ 船橋市湊町＊

野田市鶴奉＊ 野田市東宝珠花＊ 柏市旭町

長生村本郷＊ 白子町関＊ 長柄町桜谷＊

千葉中央区中央港 千葉中央区都町＊

館林市美園町＊ 群馬明和町新里＊ 大泉町日の出＊

邑楽町中野＊

佐野市田沼町＊ 佐野市亀井町＊ 野木町丸林＊

高根沢町石末＊

つくばみらい市加藤＊

栃木市藤岡町藤岡＊ 栃木市岩舟町静＊

稲敷市結佐＊ 筑西市舟生 常総市新石下＊

常総市水海道諏訪町＊ つくばみらい市福田＊

取手市藤代＊ 河内町源清田＊ 境町旭町＊

坂東市岩井 坂東市馬立＊ 稲敷市役所＊

常陸太田市金井町＊ 笠間市中央＊ 茨城町小堤＊

茨城古河市下大野＊ 石岡市柿岡 取手市井野＊

さいたま桜区道場＊ さいたま南区別所＊

さいたま緑区中尾＊ 白岡市千駄野＊

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＊ さいたま中央区下落合＊

吉川市吉川＊ 伊奈町小室＊ 埼玉三芳町藤久保＊

川島町平沼＊ 杉戸町清地＊ 松伏町松伏＊

八潮市中央＊ 富士見市鶴馬＊ 三郷市幸房＊

蓮田市黒浜＊ 幸手市東＊ 鶴ヶ島市三ツ木＊

川口市三ツ和＊ 春日部市粕壁＊ 草加市高砂＊

蕨市中央＊ 戸田市上戸田＊ 志木市中宗岡＊

久喜市菖蒲＊ 久喜市栗橋＊ 久喜市鷲宮＊

吉見町下細谷＊ 川口市中青木分室＊ 川口市青木＊

加須市北川辺＊ 加須市大利根＊

鴻巣市吹上富士見＊ 久喜市下早見 久喜市青葉＊

熊谷市大里＊ 熊谷市妻沼＊ 行田市本丸＊

行田市南河原＊ 加須市下三俣＊ 加須市騎西＊

小田原市荻窪＊ 厚木市中町＊ 厚木市寿町＊

厚木市下津古久＊ 神奈川大井町金子＊

藤沢市辻堂東海岸＊ 茅ヶ崎市茅ヶ崎

海老名市大谷＊ 綾瀬市深谷＊ 寒川町宮山＊

横浜泉区和泉町＊ 川崎川崎区千鳥町＊

平塚市浅間町＊ 藤沢市大庭＊ 藤沢市打戻＊
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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．気象庁の対応

○２２：３０　記者会見

５．海上保安庁の対応

◯巡視船、航空機により被害情報調査中。現在まで被害状況等を認めず。

○第三管区小笠原海上保安署庁舎に被害なし。同保安署職員に負傷等なし。

６．所管施設等の状況

○ 河川

現時点で被害情報なし

点検対象河川

【直轄　２河川】

荒川水系荒川（上流） 一次点検終了、異常なし

利根川水系首都圏外郭放水路　 二次点検終了、異常なし

【補助河川】

神奈川県　１河川 葛川水系葛川 一次点検終了、異常なし

埼玉県　元荒川等　１４河川 点検中

○砂防関係

・土砂災害の発生報告無し

・砂防関係施設の点検状況

〔直轄〕点検対象施設無し

〔補助〕各都県において明朝より砂防関係施設の点検実施予定

○土砂災害危険箇所

○ダム関係

点検対象30ダム（最大震度4）

【直轄2ダム】

震度4

渡良瀬遊水池、荒川調節池

渡良瀬遊水池

荒川調節池

【水機構なし】

・東京都小笠原村（母島）及び神奈川県二宮町（震度５強）の土砂災害危険箇所において明朝より緊急
点検を実施

利根川 渡良瀬川 栃木県 実施中

荒川 荒川 埼玉県 実施中

○３０日20：29、海上保安庁及び第三管区海上保安本部に、それぞれ対策室を設置。

◯30日20:34、航行警報発出済。

震度 ダ　ム　名 水系名 河川名 都道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

4
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【補助7ダム】

震度4

矢那川ダム、亀山ダム、片倉ダム（千葉県）

権現堂調節池（埼玉県）

 古谷ダム、湯川ダム、余地ダム（長野県）

矢那川ダム

亀山ダム

片倉ダム

権現堂調整池

古谷ダム

湯川ダム

余地ダム

【利水21ダム】

震度4

千葉県内20ダム

長野県内1ダム

○海岸関係

○千葉県19海岸について　点検開始 20:55

○東京都青ヶ島、母島について明日8時～9時に点検を開始する予定

○神奈川県二宮海岸  点検開始 21:00　点検終了 21:30　点検結果 異常なし

○道路

■高速道路

点検完了、異常なし

■公社有料

埼玉公社、茨城公社、千葉公社の管理する道路で点検完了、異常なし

■直轄国道

点検中、現時点で被害等の情報なし

■補助国道

点検中、現時点で被害等の情報なし

■都道府県・政令市道

点検中、現時点で被害等の情報なし

○鉄道関係

１．被害状況

○新幹線

　なし

○在来線

ＪＲ　なし

民鉄　確認中

長野県内 1ダム 終了 異常なし 1ダム 明朝実施 1ダム

震度 ダム所在地 点検ダム数 一　次　点　検 二　次　点　検

4 千葉県内 20ダム 実施中 20ダム

信濃川 湯川 長野県 終了 異常なし 対象外

信濃川 余地川 長野県 終了 異常なし 対象外

利根川 権現堂川 埼玉県 実施中

信濃川 抜井川 長野県 実施中

小櫃川 小櫃川 千葉県 実施中

小櫃川 笹川 千葉県 実施中

震度 ダ　ム　名 水系名 河川名 都道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

4 矢那川 田高川 千葉県 実施中
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２．運行状況

○新幹線

東北新幹線　２０時３５分頃　運転再開

上越新幹線　２０時３５分頃　運転再開

北陸新幹線　２０時３８分頃　運転再開

○在来線

ＪＲ

東海道線　　東京駅～品川駅間　運転休止（線路点検中）

山手線　　　運転休止（線路点検中）２３：１５運転再開

京浜東北線　２３：２７運転再開

横須賀線　　東京駅～品川駅間　運転休止（線路点検中）

湘南新宿ライン　運転再開

総武線　運転休止（線路点検中）

久留里線　２１：３０運転再開

成田線　２１：３０運転再開

外房線　　安房鴨川駅～勝浦駅間　運転休止（線路点検中）

根岸線　　運転再開

民鉄

　　東京地下鉄　運転再開

　　東急　　　　運転再開

　　ゆりかもめ　２１時４０分　運転再開
　　

○空港

羽田空港 震度４　異常なし

成田空港 震度３　異常なし

茨城空港 震度３　異常なし

福島空港 震度３　異常なし

仙台空港 震度３　異常なし

静岡空港 震度１　異常なし

○下水道関係

埼玉県で、ポンプ場および管渠を点検中

埼玉県以外については現時点で被害情報なし

○海事関係

被害状況について確認中

○港湾関係

沖ノ鳥島及び南鳥島の特定離島港湾について被害なし。その他の港湾の被害状況確認中

○官庁施設

被災情報について確認中

○公園、宅地関係、住宅関係、自動車関係

現時点で被害情報なし

問合先：水管理保全局防災課災害対策室　菊地

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５７３８

直　通：　０３－５２５３－８４６１

東海道新幹線　２０時５１分頃　運転再開（東京駅～新横浜駅間２１時３６分運転再開）

内房線　木更津駅～館山駅間　運転休止（線路点検中）、木更津駅～君津駅間で２列車が駅
間停車、停電はしていない、乗客は最寄り駅まで徒歩にて移動済み
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