
北陸地方整備局 ・記者発表 平成１９年７月１８日

記者発表・資料配付 ・資料配付 ５時００分

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９－２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

第９報時点の情報（20:30時点）から、以下の状況変化がありま

発表概要 したので、お知らせします。

・主要地方道 大潟高柳線 柏崎市高柳町高尾地先

土砂崩れにより、通行止め

同道を唯一のアクセス道とする磯之辺集落が孤立

北陸地方整備局 ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０

所 属 氏 名

災害広報官（企画課長） 清 水

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９－２報）

平成１９年７月１８日５時００分現在

第９報（７月１７日２０時３０分現在）から

・ 主）大潟高柳線 柏崎市高柳町磯之辺 土砂崩れにより、通行止め（

同道を唯一のアクセス道とする磯之辺集落が孤立

の状況変化がありましたので、

「 ． 」 【 】２ 北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報 のうち( )被害概要 道路関係1
についてのみ、お知らせします。

第９報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。

２．北陸地方整備局 所管施設関係 総括情報

（１）被災概要

【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。

○７月 日 時 分現在で一般国道 号の通行止め箇所１箇所。一般国道 号の17 20 30 8 116
通行止め箇所は、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。

○（主）大潟高柳線（柏崎市高柳町高尾地先）において土砂崩れにより、通行止め。

同道を唯一のアクセス道とする磯之辺集落（３世帯４名）が孤立。なお、同集落

への水道、電気、電話等のライフラインは確保されている。



○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 片側交互通行

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 通行可(上下線)

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 通行可(上下線)13.64kp
柏崎市西山町別山(ﾍﾞﾂﾔﾏ) 段差 通行可(上下線)14.07kp
柏崎市西山町別山(ﾍﾞﾂﾔﾏ) 路面のたわみ 通行可(上下線)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 通行可

(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 通行可

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

(主)柏崎高浜堀 刈羽村滝谷新田 土砂崩れ 通行止め

之内線

(主)鯨波宮川線 刈羽村赤田町方 家屋倒壊の恐れ 通行止め

による事前通行

規制

(主)大潟高柳線 柏崎市高柳町高尾 土砂崩れ 通行止め


