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日 時

７月１６日１０時１３分頃新潟県上中越沖で発生した件 名

「平成１９年新潟県中越沖地震」の状況

（第８報）

取り扱い 発表をもって解禁

発 表 先 石川県政記者クラブ

富山県政記者クラブ

新潟県政記者クラブ

新県政記者クラブ

平成１９年７月１６日１０時１３分頃に新潟県上中越沖を震源

発表概要 とする「平成１９年新潟県中越沖地震」が発生しました。これに

より新潟県中越地方及び長野県北部地方で震度６強の地震があっ

たため、北陸地方整備局では非常体制に移行し、管内を点検中で

す。現在の被災状況は別紙のとおりです。

北陸地方整備局 ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０

所 属 氏 名 電 話

災害広報官（企画課長） 清水 将之

問い合わせ先

注意： 非通知』設定では着信できません『



北陸地方整備局災害対策状況（第８報）

平成１９年７月１７日１７時００分現在

※前回記者発表時と変更のある箇所は で表記。

補助関係の情報は、関係機関からの情報提供によるものです。

記載された数値は速報値であり、後日修正される場合があります。

１．北陸地方整備局災害対策状況

国土交通省北陸地方整備局は、７月１６日１０時１３分頃に新潟県中越地方及び長

野県北部地方で震度６強の地震が発生したため、非常体制を発令した。

また、平成１９年新潟県中越沖地震への機動的な対応のため 「平成１９年新潟県中、

越沖地震災害対策現地支援センター」を設置しました。

・設置場所 ：柏崎市役所駐車場（災害対策本部車２台を活用）

・設置日時 ：平成１９年７月１６日 ２０：３０

・派遣人員 ：技術情報管理官 長谷川 修（センター長）他 約１０名

○道路緊急調査事前調査

柏崎市内の市道の被災状況の把握のため、先遣的に事前調査を行う調査隊を派遣

しました。

・設置日時 ：平成１９年７月１７日 １３：２０調査開始

・派遣人員 ：工事品質調整官 野田 猛 他５名

２．北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報

７月１６日１０時１３分頃に発生した地震（Ｍ６．８ 新潟県中越地方及び長野県

北部地方 震度６強）に係る管内の状況（７月１６日１５時３７分頃に発生した余震

（Ｍ５．６ 震度６弱）を含む）

（１）被災概要

【河川関係】

●直轄河川

、 、 （ ）、 （ 、 ）、○点検の結果 異常なし：荒川 信濃川 長野県分 阿賀野川 新潟県 福島県分

関川、姫川

○点検の結果、被災が確認された：信濃川（新潟県分）



（被災箇所）

信濃川 新潟市中央区美咲町 堤防法尻部付近の陥没（堤内地）

(ﾐｻｷﾁｮｳ) 日応急復旧完了16
新潟市秋葉区覚路津 堤防法面のクラック発生

(ｶｸﾛﾂﾞ) 日応急復旧完了16
三条市上須項(ｶﾐｽｺﾞｳ) 低水路護岸の背後にクラック発生

日応急復旧完了16
燕市道金(ﾄﾞｳｷﾝ) 護岸鋼矢板の傾き

日応急復旧完了16
燕市横田(ﾖｺﾀ) 護岸上面付近の亀裂

燕市野中才(ﾉﾅｶｻｲ) 堤防上面に亀裂発生（８箇所）

日応急復旧完了16
【 】付近の堤防道路通行止め 日 時解除17 12

2cm燕市渡部(ﾜﾀﾍﾞ) 渡部橋左岸取付部に段差

特段の支障なし

燕市五千石(ｺﾞｾﾝｺﾞｸ) 高水敷に亀裂

特段の支障なし

（ ）長岡市町軽井(ﾏﾁｶﾙｲ) 堤防斜面下部で液状化が発生 １箇所

日応急復旧完了16
（ ）居住地側の小段兼用道路に亀裂 １箇所

日応急復旧完了16
（ ）L 型側溝に亀裂 １箇所

【 】関係機関と協議中 計３箇所

【付近の堤防道路は片側交互通行】

長岡市岩方(ｲﾜｶﾀ) 川側の堤防斜面にクラック発生

日応急復旧完了16
長岡市新長(ｼﾝﾁｮｳ) 堤防上面に亀裂発生

日応急復旧完了16
長岡市飯島(ｲｲｼﾞﾏ) 堤防上面に亀裂発生

日応急復旧完了17

、 。※現在のところ 堤防の決壊や亀裂等の発生により水のあふれる恐れはありません

●補助河川

・新潟県内の補助河川を点検中。以下の被災状況を確認。



・鯖石川水系鯖石川堤内側鯖石川改修記念公園内（柏崎市）にクラック。

・鯖石川水系鯖石川（柏崎市）堤防クラック （４箇所）。

・鯖石川水系鯖石川（柏崎市）堤防沈下 （１箇所）。

・鯖石川水系鯖石川（柏崎市）護岸破損 （１箇所）。

・鯖石川水系鯖石川（柏崎市）護岸孕みだし （１箇所）。

・柿崎川水系柿崎川（上越市）護岸沈下 （１箇所）。

・柿崎川水系柿崎川（上越市）堤防クラック （１箇所）。

・柿崎川水系柿崎川（上越市）矢板護岸目地開き （１箇所）。

・信濃川水系西川（燕市）堤防クラック （１箇所）。

・信濃川水系黒川（長岡市大積千本町）河道閉塞 （１箇所）。

※開削により流水を確保済み。

・信濃川水系芝ノ又川（長岡市）土砂崩壊 （５箇所）調査中。

・信濃川水系高鳥川（長岡市）土砂崩壊 （８箇所）調査中。

・信濃川水系渋海川（長岡市）土砂崩壊 （１箇所）調査中。

・信濃川水系五百川（長岡市）土砂崩壊 （１箇所）調査中。

・信濃川水系土口川（長岡市）土砂崩壊 （２箇所）調査中。

・信濃川水系国沢川（長岡市）土砂崩壊 （４箇所）調査中。

・信濃川水系田河川（魚沼市）和田橋条件護岸破損 （１箇所）。

・信濃川水系田河川（魚沼市）堤防脇法面の小規模土砂崩落 （２箇所）。

・信濃川水系寺の沢川（魚沼市）水路橋一部目地開き （１箇所）。

・信濃川水系油田川（刈羽村）土砂崩壊 （１箇所）調査中。

・島崎川水系市野坪川（出雲崎町）河道閉塞 （１箇所）除去済み。。

・島崎川水系常楽寺川（出雲崎町）土砂崩壊 （１箇所）調査中。

・鯖石川水系鎌田川（柏崎市）土砂崩壊 （１箇所）調査中。

○富山県、石川県内の補助河川の点検を完了。異常なし。

○１８日に国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所の専門家による現地

調査（直轄：信濃川・信濃川下流、補助：鯖石川）を実施予定。

●直轄海岸

○新潟県内の直轄海岸の点検を完了。異常なし。

●補助海岸

○新潟県内の補助海岸を点検した結果、以下の被災状況を確認。

・石地海岸管理用通路陥没。

被災状況

箇所数 1 (1) 6 (4) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 2 (2) 24 (0) 5 (0) 42 (7)

※　(　)は応急対応中

合計護岸孕みだし 河道閉塞 土砂崩壊 その他堤防沈下 堤防クラック 護岸破損 護岸沈下



・宮川海岸直立護岸のずれ。

・大湊海岸直立護岸クラック及び管理用通路陥没。

●直轄砂防

○湯沢砂防（長野県、新潟県 、松本砂防（新潟県 、飯豊山系砂防（山形県、新潟） ）

県 、阿賀野川（新潟県）で点検が完了。異常なし。）

○１７日に、国土技術政策総合研究所及び独立行政法人土木研究所の専門家等によ

るヘリ調査を実施する予定であったが天候不良により順延した。なお、地上調査

を実施中 （柏崎市を中心とする新潟県中越地域及び長野県北部地域）。

●補助砂防

○新潟県内の補助砂防を点検中。以下の被災状況を確認。

○富山県、石川県内の補助砂防の点検を完了。異常なし。

●直轄ダム

○管理ダム：大石ダム（新潟県 、三国川ダム（新潟県 、大川ダム（福島県）） ）

点検が完了。異常なし。

○建設中ダム（本体完成済み ：横川ダム（山形県））

点検が完了。異常なし。

●補助ダム

○新潟県：対象ダム１８ダム

・点検が完了１７ダム、異常なし。

・一次点検まで完了 １ダム、異常なし。引き続き、二次点検を実施。

○富山県：対象ダム １ダム 点検が完了。異常なし。

○石川県：対象ダム ２ダム 点検が完了。異常なし。

○長野県：対象ダム ５ダム 点検が完了。異常なし。

○福島県：対象ダム １ダム 点検が完了。異常なし。

市町村名
山北町 1 ( 0 ) － － － － － － 1 ( 0 )
柏崎市 4 ( 2 ) 2 ( 0 ) － － 3 ( 0 ) 9 ( 2 )
刈羽村 1 ( 0 ) － － － － 1 ( 0 ) 2 ( 0 )

計 6 ( 2 ) 2 ( 0 ) 0 ( 0 ) 4 ( 0 ) 12 ( 2 )

岩船郡山北町芦谷地先、柏崎市青海川地先、柏崎市椎谷地先、柏崎市笠島地先、
刈羽村西元寺地先、柏崎市東条地先、刈羽村赤田北方地先、柏崎市花田地先、
柏崎市大広田地先、柏崎市笠島地先、柏崎市西港町地先、柏崎市米山町地先。

※( )は避難している箇所数（内数）
　青海川地先において崖崩れ。上部民家８世帯３８名は避難済み【7/16 19:30完了】
 柏崎市米山町地先において崖崩れ。人家２０戸は避難済み【7/16中　完了】

がけ崩れ 地すべり 崩土 施設被災 計



●利水ダム

○対象ダム５５ダム

・点検が完了５４ダム。異常なし ５３ダム。異常あり １ダム（川内ダム 。）

・一次点検まで完了１ダム、異常なし。引き続き二次点検を実施。

○川内（こうち）ダム【管理者：柏崎市 （二級河川 前川）】

・堤体（ロックフィルダム）にクラック発生。安全のための水位低下完了。

・１７日に国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所の専門家による現

地調査を実施中。

【道路関係】

○一般国道８号長岡市大積千本町地先及び一般国道 号柏崎市大崎地先（新潟県管352
理）の土砂崩落箇所等の被災現地に独立行政法人土木研究所の専門家を派遣。

○月 日 時現在で一般国道 号の通行止め箇所２箇所。一般国道 号の通行止17 8 8 116
め箇所は、全て通行可能です。

○一般国道８号の通行止めの迂回路として、以下の区間のみの通行に限り無料通行措

置を実施しています。

北陸道 能生ＩＣ～上越ＩＣ間（７月１６日２１時～７月１７日１２時）

北陸道 能生ＩＣ～柿崎ＩＣ間（７月１７日１２時～）

北陸道 米山ＩＣ～関越道 長岡ＩＣ間（７月１７日１２時～）

※１．上記の区間を越えて通行された場合は、当該措置が適応されず、実際に利用

された区間の利用料金全額の支払いが生じます。

２．緊急車両を除く一般車両につきましては、柏崎市内の混雑を避けるため柏崎

ＩＣにおいては、流出できません。

○被災により自動車による被災調査が困難な区間の現地調査のため、地震発生直後か

ら長岡国道事務所及び、高田河川国道事務所からバイク隊（３台）を派遣し、本日

更に新潟国道事務所からもバイク隊（２台）を派遣しました。

●高速道路

北陸道 上・下 柿崎 → 米山 通行止めIC IC
下り(米山方面)のみ緊急

車両通行可

●直轄国道

国道８号 長岡市大積千本町(ｵｵﾂﾞﾐｾﾝﾎﾞﾝﾏﾁ) 土砂崩落 通行止め

柏崎市比角(ﾋｽﾐ)跨線橋 段差１ｍ 通行可(上下線)

柏崎市鯨波(ｸｼﾞﾗﾅﾐ) 崩壊 通行可(上下線)

柏崎市上輪(ｱｹﾞﾜ)橋 段差 通行可(上下線)

柏崎市胞姫(ﾖﾅﾋﾒ)橋 段差 通行可(上下線)

上越市柿崎区柿崎 法面クラック 片側交互通行

上越市長浜(ﾅｶﾞﾊﾏ) 法面崩壊 通行止め



国道１１６号 柏崎市和田橋 段差 通行可(上下線)

柏崎市藤掛川橋 段差 通行可(上下線)

柏崎市西山町田沢 田沢川橋 段差 片側交互通行

柏崎市西山町二田（ﾌﾀﾀﾞ） 段差 通行可(上下線)9.68kp
柏崎市西山町二田（ﾌﾀﾀﾞ） 亀裂 通行可(上下線)9.72kp
柏崎市西山町尾野内 段差 通行可(上下線)

柏崎市西山町荒谷(ｱﾗﾔ) 段差 通行可(上下線)

荒谷高架橋付近

柏崎市西山町別山(ﾍﾞﾂﾔﾏ) 段差 片側交互通行13.64kp
柏崎市西山町別山(ﾍﾞﾂﾔﾏ) 段差 片側交互通行14.07kp
柏崎市西山町別山(ﾍﾞﾂﾔﾏ) 路面のたわみ 片側交互通行14.44kp
柏崎市西山町鬼王(ｵﾆｵｳ) 路面陥没 通行可(上下線)

出雲崎町沢田 電柱倒壊 通行可(上下線)

●補助国道

新潟市 国道４０２号 西蒲区 白岩 新潟側坑口付近 通行可TN
新潟県 国道３５２号 柏崎市椎谷～大崎 崩壊 通行止め

柏崎市石地 路面陥没 通行可

●地方道（県道） (主)：主要地方道 (一)：一般県道

新潟県 (主)柿崎小国線 柏崎市小村峠 土砂崩れ 通行止め

(一)黒部柏崎線 柏崎市原町(なごみ橋) 路面陥没 通行可

(一)黒部柏崎線 柏崎市番神 路面陥没 通行止め

(一)黒部柏崎線 柏崎市長崎～山本 土砂崩れ 通行止め

(主)燕分水線 燕市中島 路面亀裂 通行可

(主)上越安塚柏 上越市北本町 障害物のため 電車移動によ

崎線 踏切内電車停車 り解放

(一)原之町上下 上越市大潟区長峰 路面陥没 通行可

浜停車場線

(主)小千谷大沢 柏崎市大沢 土砂崩れ 通行止め

線

(主)上越安塚柏 柏崎市阿相島 土砂崩れ 通行止め

崎線

(一)三条下田線 三条市一の門 事前通行規制 通行止め

(主)鯨波宮川線 刈羽村赤田町方 路面陥没 通行可

(一)刈羽停車場 刈羽村刈羽 路面陥没 通行可

線

(一)東柏崎停車 柏崎市東本町 家屋倒壊 通行止め

場線

(一)荒浜中田線 柏崎市荒浜～刈羽村正 路面陥没 通行止め



明寺

(一)荒浜中田線 柏崎市長崎 路面陥没 通行止め

(一)礼拝長岡線 柏崎市西山町妙法寺～ 路面陥没 通行止め

刈羽村油田

(一)野田高柳線 柏崎市高柳町白倉 土砂崩れ 通行止め

(一)東長鳥五十 柏崎市成沢 路面亀裂 通行止め

土線

(主)鯨波宮川線 柏崎市吉井 路面陥没 通行可

(主)柏崎高浜 柏崎市西山町西山 路面陥没 通行可

堀之内線 （栄橋）

(一)礼拝長岡線 柏崎市西山町二田 土砂崩れ 通行止め

～同町坂田

【港湾関係】

●直轄関係

○新潟県、富山県、石川県内の港湾施設の点検を完了。異常なし。

●補助関係

○新潟県内の港湾施設の点検が完了し、結果は次のとおり。

・新潟港海岸（松浜地区 【応急措置済み】）

砂浜に直径２ｍ、深さ１．５ｍの陥没が発生した。

警察により立ち入り禁止の措置済み。

・柏崎港【巡視継続中】

中央ふ頭 岸壁及び物揚場のエプロン部陥没（使用不可）

、 、 。中浜ふ頭 ２号 ３号岸壁のエプロン沈下 ３号岸壁取付護岸海岸側に傾き

救援物資の荷役は可能。

西ふ頭 岸壁のエプロン背後に亀裂等。救援物資の荷役は可能。

東ふ頭 物揚場のエプロン陥没、背後地段差等。救援物資の荷役は可能。

ふ頭用地（中浜・中央・東） 液状化、沈下。クラック発生。

救援物資の荷役は可能。

臨港道路 八坂橋（橋台と取付道路に段差 。応急復旧完了 （通行可）） 。

臨港道路 番神（ばんじん）トンネル内で吸音板落下。

安全が確認され、通行可。

マリーナ 物揚場沈下。船揚場斜路に段差（使用不可 。）

ウインチ使用不可。係留船舶に被害なし。

柏崎みなとまち海浜公園 ・園路、インターロッキング波状被災

・駐車場クラック

・階段護岸破損



○１７日９：４０より、国土交通省緊急調査団の港湾局海岸・防災課災害対策室長

及び独立行政法人港湾空港技術研究所の地盤・構造部構造震動研究室長が、柏崎

港被災箇所を調査開始。

【空港関係】

●新潟空港、佐渡空港、小松空港、能登空港は異常なし。

【公園関係】

●国営越後丘陵公園

○ 日の入園者は無事園外に誘導。16
○園内では 「地の陣」棟瓦が２ｍ程度落下、展望台外壁の一部破損、野生ゾーン内、

幹線園路の路面及び側溝、防護柵の損傷を確認（立入禁止措置済み 。）

○今後１週間、引き続き大きな余震に注意が必要であることから、１週間程度休園

とする予定。

○自衛隊より国営越後丘陵公園に無線基地の設置要請あり（自衛隊の無線中継車が

設営済み 。）

●新潟県内市町村管理

○柏崎市において鯖石川改修記念公園にて、駐車場内の舗装ひび割れ、インターロ

ッキングブロック舗装の破損あり（立入禁止措置済み）

○燕市において燕市大曲河川公園にて、園路の舗装ひび割れ （立入禁止処置済み）。

●富山県管理の９公園の異常なしを確認。

【下水道関係】

●新潟県内市町村管理

○柏崎市の処理場の１部が停止（現在、応急復旧中 。７月１７日に下水道事業団が）

現地に向かい調査等を実施。

、 、 。○柏崎市内においてマンホールの隆起 管渠被害等が確認されており 現在調査中

○十日町市の処理場にて、設備破損１箇所あり（下水処理機能に問題なし 。）

○上越市柿崎処理区、処理場施設周辺の地面が 陥没。現在調査中。30cm
○越市柿崎処理区で、マンホール陥没１３箇所。うち１箇所のマンホールポンプが

停止 （バキューム車によりマンホールポンプから処理場に搬送 。。 ）

○上越市大潟処理区で、マンホール損傷１箇所、通行止めにより対応。

○上越市浦川原処理区内で、管路上の道路が３ｃｍ陥没。



○長岡市長岡浄化センターにおいて、一部運転停止及び最終沈殿地一部破損（下水

処理機能に問題なし 。）

○長岡市与板処理分区においてマンホールの隆起１箇所、マンホール周辺の陥没１

箇所あり（下水処理機能に問題なし 。）

○長岡市和島処理分区においてマンホールの隆起、マンホール周辺の陥没が数箇所

あり（下水処理機能に問題なし 。）

○小千谷市において、マンホール内の滞水２箇所あり（下水処理機能に問題なし 。）

●新潟市管理

○新潟市船見処理場の基礎にクラックあり （下水処理機能に問題なし）。

【住宅関係】

●新潟県及び県内市町村管理

○ 日柏崎市、刈羽村、出雲崎町より新潟県へ被災建築物応急危険度判定の要請あ16
り。 日 に柏崎市に１班４名、 に刈羽村及び出雲崎町に各１班３名を16 13:00 15:30
派遣（県職員 。 日は柏崎市へ８６名（県、市町村、建築士会、県外勢 、刈羽） ）17
村へ２８名（県、市町村、建築士会 、計１１４名を派遣。）

○ 日分被災建築物応急危険度判定活動報告16
（柏崎市：赤ステッカー〈危険〉３０８件）

○ 日柏崎市、刈羽村、出雲崎町より新潟県へ被災宅地危険度判定の要請あり。16
日に２班体制（県職員）で朝より現地に入る予定。17

○ 日新潟県より岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県に対し、応急危険度17
判定の広域応援を要請。 日、 日、 日に広域応援による応急危険度判定を17 18 19
実施予定。

○ 日住宅、建築物の被害に関する調査のため、国土交通本省、国土技術政策総合17
研究所及び独立行政法人建築研究所の職員各１名が現地調査。要請を受け、北陸

地方整備局職員を１名派遣。

○ 日新潟県へ被災建築物応急危険度判定のため、北陸地方整備局の職員６名を派18
遣予定。

○現在、応急仮設住宅の手配等についてプレハブ建築協会と調整中。市町村に必要

個数等を照会中（柏崎市より２５０戸の要請あり 。）

○県内各市町村で入居可能な公営住宅は２５８戸の見込み（柏崎市内は確認中 。）

○民間賃貸住宅について、宅地建物取引業協会との媒介協力の希望有無を市町村に

照会中。

○県営住宅については、新潟市、長岡市、柏崎市、加茂市で調査中。他県営住宅に

おいては、生活に支障となる被害なし。

○市町村営住宅については、小千谷市にて水漏れ被害の情報があり、現在確認中。

その他市町村営住宅においては、現在調査中。

【営繕関係】



●対象施設５５官署のうち、５１官署で点検が完了 （残り４官署で点検中）。

○点検の結果、４７官署で異常なし。４官署で書架の転倒、舗装陥没隆起、壁床の

ひび割れ・剥離等を確認。

【北陸地方整備局の電気通信設備】

●薬師岳レーダ雨雪量計（長岡市）の観測停止。

●長岡国道事務所管内のうち、国道８号沿いの光ケーブルの断線。

３．その他

●防災ヘリコプター（ほくりく号） １６日１１：３５～１４：３４ 管内巡視。

１６日１６：５０～１７：２５ 管内巡視。

●北陸地方整備局災害対策車両等の活動状況

○北陸地方整備局では、情報収集及び復旧支援のため、災害対策本部車２台、衛星

通信車１台、待機支援車２台、照明車２２台、遠隔操縦式バックホウ１台、災害

用トイレ車１台、Ｋｕ－ＳＡＴ２台が出動しています。

日 派遣車両等 派 遣 先 目 的 備 考

災害対策本部車 ２台 柏崎市役所 情報16日

衛星通信車 １台 収集

～

待機支援車 ２台

照明車 ２２台 一般国道８号 上越市長浜地先 夜間作

一般国道８号 長岡市大積千本 業支援

一般国道８号 柏崎市豊田橋

一般国道８号 柏崎市和田橋

一般国道８号 柏崎市鯨波

信濃川大河津分水

大河津五千石地先

柏崎市内自治体支援

遠隔操縦式バックホウ 一般国道８号 長岡市大積千本 災害復

１台 旧支援

災害用トイレ車 １台 柏崎市総合福祉センター 被災者 日17
（３基） 支援 より1:30

稼働

Ｋｕ－ＳＡＴ ２台 一般国道８号 長岡市大積千本 災害復 日16
旧支援 よ り（衛星小型画像伝送装置） 19:00

信濃川 大河津町軽井地先 日17
より11:30



●政府調査団の派遣 ：

○派遣実施予定日 平成１９年７月１６日（月）

○派遣人数等 溝手内閣府大臣を団長に、吉田国土交通大臣政務官、他各省庁

課長等を合わせて２６名

○派遣場所 新潟県（柏崎市）

○行程日程 １３：１９ 市ヶ谷防衛省離陸

１４：２５ 柏崎到着

１５：００ 柏崎市役所着

１７：００ 柏崎原発着

政務官、宮川調整官は柏崎泊の予定

○その他 現地取材可。ただし取材方法については、現地担当者の指示に

従ってください。

●国土交通省緊急調査団 ：

○予定 平成１９年７月１６日（月）東京発→長岡泊

７月１７日（火）現地調査

○メンバー 河川局防災課 総括査定官（団長）

河川局砂防部保全課 企画専門官

道路局国道・防災課 道路防災対策室長

住宅局建築指導課 企画専門官

鉄道局施設課 鉄道防災対策室長

港湾局海岸防災課 災害対策室長

(独)港湾技術研究所地盤・構造部 構造震動研究室長

気象庁地震火山部地震津波監視課 調査官

国土技術政策総合研究所建築研究部基準認証ｼｽﾃﾑ研究室 主任研究官

(独)建築研究所構造研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研究員

海上保安庁

●国土交通大臣現地調査 ：平成１９年７月１７日（火）

○現地調査場所 １３時０７分～１７時０５分

北陸自動車道の被災箇所の視察

家屋倒壊箇所（柏崎市役所周辺）の視察

避難住民激励（柏崎第一中学校）

新潟県知事と打ち合わせ（新潟空港）

○メンバー

国土交通大臣

道路局長

河川局砂防部保全課長

住宅局審議官

鉄道局技術審議官



・記者会見

時間：１４時５５分頃

場所：柏崎第一中学校



平成１９年７月１７日１7時００分現在

１．北陸地方整備局災害対策状況
国土交通省北陸地方整備局は、７月１６日１０時１３分に非常体制を発令した。

２．北陸地方整備局管内各事務所の防災体制状況
北陸地方整備局管内の各事務所の防災体制は次のとおりである。

県 名 事務所・ダム管理所等 防災体制状況

山 形 県 飯豊山系砂防事務所 注意・警戒・非常

横川ダム工事事務所 注意・警戒・非常

福 島 県 阿賀川河川事務所 注意・警戒・非常

新 潟 県 高田河川国道事務所 注意・警戒・非常

羽越河川国道事務所 注意・警戒・非常

信濃川河川事務所 注意・警戒・非常

信濃川下流河川事務所 注意・警戒・非常

阿賀野川河川事務所 注意・警戒・非常

湯沢砂防事務所 注意・警戒・非常（ ）体制解除

長岡国道事務所 注意・警戒・非常

新潟国道事務所 注意・警戒・非常

三国川ダム管理所 注意・警戒・非常（ ）体制解除

新潟港湾空港事務所 注意・警戒・非常

国営越後丘陵公園事務所 注意・警戒・非常

長 野 県 千曲川河川事務所 注意・警戒・非常

松本砂防事務所 注意・警戒・非常

大町ダム管理所 注意・警戒・非常

富 山 県 富山河川国道事務所 注意・警戒・非常

黒部河川事務所 注意・警戒・非常

立山砂防事務所 注意・警戒・非常

利賀ダム工事事務所 注意・警戒・非常

伏木富山港湾事務所 注意・警戒・非常

岐 阜 県 神通川水系砂防事務所 注意・警戒・非常

石 川 県 金沢河川国道事務所 注意・警戒・非常



金沢港湾空港事務所 注意・警戒・非常（体制解除）

金沢営繕事務所 注意・警戒・非常

福 井 県 敦賀港湾事務所 注意・警戒・非常

北陸地方整備局管内各防災体制別事務所数 ５ ２ ３

ただし、防災体制状況においての各体制の基準は以下のとおり。
体制基準（地震災害時）
注意体制 震度４の地震により大きな被害が発生した場合
警戒体制 震度５弱又は５強の地震が発生した場合
非常体制 震度６弱以上の地震が発生した場合




