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日 時

平成１９年新潟県中越沖地震
被災状況のＨＰ掲載について

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年新潟県中越沖地震の被災状況等につきまして、北陸

http://www.hrr.mlit.go.jp/）地方整備局ＨＰに掲載しました （。

発表概要 内容は、現地の被災写真及び被害状況図となっています。

なお、写真等の使用につきましては「北陸地方整備局」のク

レジットの記載をお願いいたします。

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『



平成19年 中越沖地震被災状況（道路関係［直轄］）

７月１７日 １０：００現在

国道８号 長岡市大積千本（土砂崩落 通行止め）

国道８号 柏崎市扇町 比角跨線橋付近

段差（通行止め）→復旧により通行止め解除

国道１１６号 柏崎市西山荒谷

荒谷高架橋付近 他３箇所

段差（通行止め）

→復旧により通行止め解除
（一部片側交互通行にて解除（田沢地内））

国道８号 上越市長浜法面崩壊（通行止め）

国道１１６号 柏崎市大字和田 和田橋

段差（通行止め）→復旧により通行止め解除

復旧前

復旧前復旧後

復旧後
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震源地(推定)

－ 凡 例 －

××：補助国道：補助国道 （○数字）（○数字）

××：県：県 道道 （□数字）（□数字）

｢平成１９年新潟県中越沖地震」 県管理道路 通行止箇所 平成19年7月17日 10:00現在
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路線名 場所 被災内容 補助国 地方道

① 国道３５２号（補助） 柏崎市大崎坂之下 土砂崩壊

1 （主）柿崎小国線 柏崎市小村峠 土砂崩壊

2 （主）小千谷大沢線 柏崎市大沢 土砂崩壊

3 （主）上越安塚柏崎線 柏崎市阿相島 土砂崩壊

4 （一）三条下田線 三条市一の門
建物倒壊の
危険のため

5 (主）鯨波宮川線 刈羽村赤田町方 路面陥没

6 （一）東柏崎停車場線 柏崎市東本町 路面陥没

7 （一）荒浜中田線 柏崎市荒浜～刈羽村正明寺 路面陥没

8 （一）荒浜中田線 柏崎市長崎 路面陥没

9 （一）礼拝長岡線 柏崎市西山町妙法寺～刈羽村油田 路面陥没

10 （一）野田高柳線 柏崎市高柳町白倉 土砂崩れ

11 （一）東長鳥五十土線 柏崎市成沢 路面亀裂

12 （主）鯨波宮川線 柏崎市吉井 路面陥没

13 （一）礼拝長岡線 柏崎市西山町二田～同町坂田 土砂崩壊

長野県 ② 国道４０５号（補助） 栄村秋山郷 落石 1 0

2 13計

県名

新潟県

番号
状況 通行止め箇所

1 13

全箇所
人身・物損：なし、孤立集落：なし、迂回路：確保

××1133

国道352号 通行止

柏崎市大崎坂之下 土砂崩落
①①

（主）小千谷大沢線 通行止
柏崎市大沢 土砂崩落

２２

（一）荒浜中田線 通行止
柏崎市荒浜～刈羽村正明寺 路面陥没

77



平成１９年 中越沖地震被災状況（河川関係）
７月１７日１０：００

信濃川下流 燕市道金（どうきん）
護岸矢板傾倒 L=140m

信濃川大河津分水路 燕市野中才（のなかさい）
堤防上面亀裂 L=300m

柏崎市上水道 柏崎市川内（こうち）
川内ダム天端クラック発生

砂防 柏崎市米山（よねやま）
がけ崩れ H=90m W=60m

黒川 長岡市大積千本町（おおづみせんぼんまち）
黒川河道閉塞 L=50m W=10m H=5m

砂防 柏崎市青海川（おうみがわ）
がけ崩れ H=40m W=70m

米山大橋

黒川

高鳥川

Ｒ８

凡例
●：直轄河川
●：補助河川
●：補助砂防
●：利水ダム

クラックを数カ所確認

（最大B=10cm、L=10m）



平成１９年 中越沖地震被災状況（港湾空港関係）
７月１７日１０：００

中央ふ頭 １号物揚場(-4.0m) エプロン部陥没
＜供用不可＞

臨港道路幹線１号線
臨港八坂橋 橋台と取付道路に段差

＜応急工事完了 通行可＞

※ 7/17 10:00現在

柏崎港 １６施設に被災

柏崎港平面図

中浜ふ頭３号岸壁
東側端部の取付護岸海側に傾き

＜救援物資に荷役は可能＞

中央ふ頭 岸壁(-5.5m) エプロン部陥没
＜供用不可＞

地方港湾 柏崎港



●● 柏崎市 自然環境浄化センター 処理場施設１部停止（復旧中）

平成１９年 中越沖地震被災状況（都市・住宅関係）
７月１７日１０：００現在

上越市柿崎浄化センター 地盤沈下

●● 長岡市 国営越後丘陵公園 被災状況

野生ゾーン連絡路損傷 地の陣棟瓦落下

●● 十日町市 浄化センター 設備破損１箇所

●● 燕市 大曲河川公園 園路舗装ひび割れ

●● 柏崎市 鯖石川改修記念公園 被災あり

●● 上越市 大潟処理区内 マンホール１箇所陥没

●● 上越市 浦川原処理区内 管路上の道路3cm陥没

●● 長岡市 長岡浄化センター 一部運転停止、施設破損

●● 上越市 県営住宅（城南） モルタル剥離

●● 上越市 県営住宅（南新町） 廊下破損 ●● 小千谷市 市営住宅（木津） 水漏れ（調査中）

（機能に支障なし）

（機能に支障なし）

（立入禁止処置）

（機能に支障なし）（応急処理済み）

（調査中）

（閉園中）

（現在調査中）

凡 例

公 園

下 水 道

公営住宅

マンホール１３箇所陥没（応急処理済）

（通行止め）

（通行に支障なし）

●●上越市 柿崎処理区内



平成１９年 中越沖地震被災状況（電気通信関係）
７月１７日１２：００

国道８号 長岡市大積千本
光ケーブル切断

薬師岳レーダ雨雪量観測所（長岡市宮本）
設備障害により観測停止。復旧作業中

7月16日19時からＫｕ－ＳＡＴによる現場監視画像伝送実施

復旧支援

復旧支援

7月16日に設置した災害対策現地支援センター（柏崎
市役所前）と北陸地方整備局の間に、衛星通信車によ
る通信回線を確保

7月17日11:30よりKu-SATによる
現場監視画像伝送実施

復旧支援



平成19年7月16日 新潟県中越沖地震 災対車配置状況

写真2
写真1

国道8号上越市長浜
土砂崩落

写真３

国道８号 長岡市大積千本

写真2

写真1写真３

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考

柏崎消防本部 照明車
2kw×6灯

2柱式
富山河川国道事務所 18-4405 引き渡し完了

〃 照明車
2kw×6灯

2柱式
富山河川国道事務所 11-4419 引き渡し完了

柏崎市役所（現地支援センター）

平成１９年７月１７日 １２：００現在

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

柏崎市立南中学校 照明車 伸縮式 中部地整 11-4513 配備中 避難所支援

柏崎市立東中学校 照明車 伸縮式 中部地整 15-1512 配備中 避難所支援

柏崎市立北条中学校 照明車 ブーム式 中部地整 16-1513 配備中 避難所支援

柏崎市立北条北小学校 照明車 中部地整 16-1514 配備中 避難所支援

柏崎市立鏡ヶ沖中学校 照明車 中部地整 16-4508 配備中 避難所支援

柏崎市立荒浜小学校 照明車 近畿地整 12-4602 配備中 避難所支援

柏崎市立新道小学校 照明車 近畿地整 18-4603 配備中 避難所支援

柏崎市立大洲小学校 照明車 関東地整 18-4352 配備中 避難所支援

柏崎市立第三中学校 照明車 関東地整 13-4309 配備中 避難所支援

柏崎市立瑞穂中学校 照明車 関東地整 15-4308 配備中 避難所支援

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

大河津　五千石 照明車
2kw×6灯

2柱式
信濃川河川事務所 18-4404 待機中 夜間作業

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容
柏崎市役所

（対策支援センター）
対策本部車 拡幅型 新潟防災C 09-4404 稼働中 現地本部

〃 対策本部車 拡幅型 上越防災C 11-10-2 稼働中 現地本部

〃 衛星通信車 - 新潟防災C 07-4410 稼働中 現地本部

〃 待機支援車 バス型 新潟防災C 8-10-1 稼働中 現地本部

〃 待機支援車
資材運搬用

（災害用トイレ）
新潟防災C 11-10-3 稼働中 現地本部

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

R116 柏崎市和田橋 照明車
2kw×6灯

2柱式
信濃川河川事務所 11-4416 待機中 夜間作業

〃 照明車
2kw×6灯

2柱式
信濃川河川事務所 17-4401 待機中 夜間作業

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

R8 長岡市大積千本 遠隔バックホウ 0.8m3級 新潟防災C 11-5-2 待機中 遠隔作業

〃 照明車 1kw×8灯 新潟防災C 03-4830 待機中 夜間作業

〃 照明車 2kw×4灯 新潟防災C 09-1406 待機中 夜間作業

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

R8 柏崎市鯨波 照明車
2kw×6灯

2柱式
千曲川河川事務所 18-4406 待機中 夜間作業

〃 照明車
2kw×6灯

2柱式
千曲川河川事務所 11-4417 待機中 夜間作業

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

R8 上越市長浜 照明車
2kw×6灯

2柱式
高田河川国道事務所 11-4418 待機中 夜間作業

〃 照明車 2kw×6灯 上越防災C 10-4412 待機中 夜間作業

出動場所 機械名 規格 所属 機械番号 備　　考 作業内容

R8 柏崎市豊田橋 照明車
2kw×6灯

2柱式
阿賀野川河川事務所 11-4415 待機中 夜間作業

対策本部車、待機支援車災害用トイレ




