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【これは速報であり、数値等は今後も変わることがある】 

山形県沖を震源とする地震について 

 

令和元年６月 1 9 日 ( 0 8 : 3 0 )現在 

官 邸 対 策 室  

 

１．地震の概要（気象庁）（19日 08:00 現在） 

（１）発生日時 令和元年６月18日 22:22  

（２）震源及び規模（暫定値） 

山形県沖（北緯38.6度、東経139.5度）、深さ 14ｋｍ 

マグニチュード6．7 

（３）各地の震度（震度５弱以上） 

・震度６強 新潟県 村上市 

・震度６弱 山形県 鶴岡市 

・震度５弱 新潟県 長岡市、柏崎市、阿賀町 

      山形県 酒田市、大蔵村、三川町 

      秋田県 由利本荘市 

（４）津波 

・18日22:24 津波注意報発表 

 山形県  津波注意報（19日01:02解除） 

新潟県上中下越 津波注意報（19日01:02解除） 

佐渡  津波注意報（19日01:02解除） 

石川県能登  津波注意報（19日01:02解除） 

 ・津波の観測値 

  新潟 0.1m（19日00:06） 

酒田 微弱（18日23:34） 

  粟島 微弱（18日22:48） 

  佐渡市鷲崎 微弱（18日23:49） 

  輪島港 微弱（19日00:07） 

（５）地震活動の状況（19日08:00現在） 

  震度１以上を観測する地震 19回発生 

  （震度６強：１回、震度４：１回、震度３：２回、震度２：４回、震度１：11回） 

 

２．政府の主な対応 

６月１８日 

・２２：２５ 官邸対策室設置、緊急参集チーム招集 
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・２２：３０ 総理指示 

１． 早急に被害状況を把握すること 

２． 地方自治体とも緊密に連携し、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応

急対策に全力で取り組むこと 

３． 国民に対し、津波、避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと 

・２２：４６ 緊急参集チーム協議開始 

・２３：００ 官房長官会見（２３:１３終了） 

６月１９日 

・００：１６ 官房長官会見（００:２０終了） 

・１１：００ 関係閣僚会議（予定） 

・（会議後）  官房長官会見（予定） 

 

３．被害状況（未確認情報を含む） 

（１）人的被害 

・負傷者等（消防庁：19日 08:30 現在） 

  重傷 １人（新潟） 

  軽傷 17人（宮城４、山形９、新潟３、石川１） 

  程度不明 ３人（山形） 

・津波に関する人的被害情報なし（18日 23:35現在） 

・110番通報：27件（警察庁：19日 08:15現在） 

※主な通報内容：信号滅灯、交通障害、道路陥没等） 

・119番通報：通常どおり（消防庁：18日 23:47現在） 

・国道３４５号 新潟県村上市こうぼうトンネル付近車が乗り上げ事故 

・避難の状況（消防庁：19日 07:30現在） 

県名 市町村名 避難所数 実避難者数 

山形県 鶴岡市 ５ 133 

 

新潟県 

村上市 15 61 

新発田市 １ ３ 

合計 21 197 

 

（２）建築物被害（消防庁：19日 08:30現在） 

・確認中 

 

（３）原子力発電所関係（原子力規制庁：19日 06:00現在） 

発電所名 

(電力会社) 
立地市町村 状況 

立地市町村震度 

（立地道府県震度） 

柏崎刈羽 

（東京） 

新潟県柏崎市、 

刈羽村 

異常なし 

※その他の原子力施設も異常なし 

５弱 

（６強） 
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（４）ライフライン関係 

１．電力（経済産業省：19日 08:20現在） 

東北電力：停電復旧（19日 06:44） 

※最大停電戸数9,100戸（18日 22:45時点） 

２．都市ガス（経済産業省：19日 08:20現在） 

被害情報なし 

３．高圧ガス・火薬類（経済産業省：19日 08:20現在） 

被害情報なし 

４．通信（総務省：19日 08:30現在） 

（１）固定   被害情報なし 

（２）携帯電話等 被害情報なし 

５．水道（厚生労働省：18日 23:30現在） 

 21戸断水（山形県鶴岡市） 

６．下水道（国土交通省：19日 05:00現在） 

 山形県鶴岡市の鼠ヶ関浄化センターが停電中 

７．その他 

被害情報収集中 

（５）交通関係 

●道路の状況（国土交通省：19日 08:00現在） 

・高速道路：被災なし 

  ・直轄国道：被災なし 

  ・補助国道：国道345号線（新潟県村上市板貝地先）の弘法トンネル付近で落石により

通行止め 

  ・県道、市道：新潟県１区間で落石により通行止め 

 

●鉄道の状況（国土交通省：19日 08:00現在） 

・新幹線：平常通り運転中 

・在来線：1事業者2路線で運転休止 

ＪＲ東日本：一部運転休止（陸羽
り く う

西
さい

線(古口～余目
あまるめ

)、羽越線(村上～酒田) 

●港湾関係（国土交通省：19日 08:00現在） 

・新潟県 岩船港 被害情報なし 

・山形県 鼠ヶ関港 亀裂と10cmの段差が発生 

・山形県 酒田港 点検中 

●空港の被害状況（国土交通省：19日 08:00 現在） 

・庄内空港 異常なし 通常運航 

・福島空港 異常なし 通常運航 

・新潟空港 異常なし 通常運航 

・秋田空港 異常なし 通常運航 

・佐渡空港 異常なし 通常運航 
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●海事関係（国土交通省：19日 08:00現在） 

  フェリー現時点で被害状況無し 

●河川（国土交通省：19日 08:00 現在） 

 国管理河川（５水系８河川）現時点で被害情報なし 

 都道府県管理河川（33水系120河川）現時点で被害情報なし 

 

４．各省庁等の対応 

（１）警察庁（19日 05:50現在） 

・青森、宮城、新潟、長野県警 回転翼が離陸 

 

（２）総務省（19日 06:00現在） 

  ・災害対策本部設置、公務員部応急体制を敷き情報収集開始（18日 22:22） 

   これまでに被災団体からの職員派遣の要請なし。 

 

（３）消防庁（19日 06:00現在） 

  ・山形県及び新潟県消防防災ヘリにより情報収集等の活動を実施 

 

（４）厚生労働省(19日 05:30現在) 

  ・18日 22:30 災害情報連絡室設置 

  ・19日 00:30 災害対策本部設置 

 

（５）農林水産省（19日 08:15現在） 

  ・18日 22:33 農業用ダム・ため池の緊急点検を指示 

  ・19日 08:15 農業用ダム・ため池は被害報告なし 

         ため池 山形県 対象18箇所のうち２箇所を点検し異常なし 

         ため池 新潟県 対象29箇所のうち１箇所を点検し異常なし 

  

（６）国土交通省（19日 08:00現在） 

  ・TEC-FORCEの派遣：延べ33人 

  ・18日 23:20 国土交通省災害対策本部会議開催 

 

（７）気象庁（19日 08:00現在） 

・19日 00:30 記者会見 

  ・JETT（気象庁防災対応対策支援チーム）を地方公共団体に派遣 

  （秋田県、山形県、新潟県 のべ６名）※TEC-FORCEの内数 

  ・JMA-MOT（気象庁機動調査班）を派遣し、震度観測点の観測環境及び地震動による被害

状況について現地調査を実施（19日） 

 

（８）海上保安庁（19日 06:30現在） 
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  18日 22:24 地震・津波情報発出（海の安全情報等） 

  19日 01:02 津波情報解除（海の安全情報等） 

  19日 05：53 山形県災害対策本部から山形県大蔵村の被害状況調査の依頼あり。上空調

査するも雲がかかっており、詳細確認できず。 

  ・巡視船艇延べ48隻、航空機延べ24機、機動救難士等延べ18名（航空機等搭乗員含む）

により沿岸部・離島及び大蔵村の被害状況調査を実施。 

  ・山形県所在の4カ所の漁港等（鼠ヶ関港、米子漁港、堅苔沢漁港、小波渡漁港）にお

いて段差等を確認。 

  ・新潟県庁及び山形県庁にＬＯ延べ8名派遣。 

 

（９）環境省（19日 05:50現在） 

  ・災害情報連絡室を設置（18日 22:30） 

  ・災害廃棄物対策室から各地方環境事務所へ被害情報収集を指示（18日 22：30） 

 

（10）防衛省（19日 07:00現在） 

  18 日 22:45 以降、新潟県庁、山形県庁、秋田県庁、石川県庁及び 10 か所の市町にＬＯ

を派遣 

  ・陸上自衛隊 

  18日 22:52 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機離陸(01:50着陸) 

     23:05 第 30普通科連隊初動対処部隊15名(車両９両) 

村上市に向け前進(00:05到着) 

     23:06 第６飛行隊ヘリ１機離陸(00:52着陸) 

     23:07 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機離陸(01:42着陸) 

     23:14 第 12ヘリコプター隊ヘリ１機離陸(00:36着陸) 

     23:22 東部方面ヘリコプター隊ヘリ１機(00:23着陸) 

     23:36 第 12偵察４名(車両１両)新発田駐屯地に向け前進(04:10到着) 

23:59 第 20 普通科連隊初動対処部隊 34 名(車両 10 両)鶴岡市に向け(01:58 到

着) 

第 12ヘリコプター隊ヘリ２機離陸（02:41着陸） 

  19 日 00:20 第 2 普通科連隊初動対処部隊 30 名（車両 8 両）村上市に向け前進(02:50

到着) 

     00:40 第 14普通科連隊情報収集班10名（車両3両）能登半島に向け前進（06:59

到着） 

     03:26 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機(映像伝送機)離陸(05:52着陸) 

     03:35 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機(中継機)離陸(05:52着陸) 

04:42 中部方面ヘリコプター隊ヘリ２機(映像伝送機)八尾離陸、小松に向け前進 

    中 

     06:30 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機(映像伝送機 離陸)  

     06:59 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機(映像伝送機 離陸) 

     07:02 東北方面ヘリコプター隊ヘリ１機(映像伝送機 離陸) 
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     07:13 東部方面ヘリコプター隊ヘリ１機 天候不良のため新潟空港に向け前進 

 

  ・海上自衛隊 

  18日 23:18 第 23航空隊（舞鶴）ヘリ1機離陸（02:40着陸） 

     23:20 第２航空群（八戸）固定翼機１機離陸（04:08着陸） 

     23:25 第４航空群（厚木）固定翼機１機離陸（02:57着陸） 

     23:34 第 25航空隊（大湊）ヘリ１機離陸（02:36着陸） 

  19日 01:01 掃海艇「のとじま」（舞鶴）が現場海域に向け出港 

     01:20 水中処分母船「ＹＤＴ01」（舞鶴）が現場海域に向け出港 

  ・航空自衛隊 

  18日 22:39 第６航空団（小松）固定翼機２機離陸（00:33着陸） 

     23:05 第３航空団（三沢）固定翼機２機離陸（00:54着陸） 

     23:25 小松救難隊固定翼機１機離陸（01:38着陸） 

     23:34 秋田救難隊ヘリ１機離陸（01:26着陸） 


