
 

平成１９年（２００７年）新潟県中越沖地震について 

 

                                        平成１９年７月１６日（１７：００）現在 

官 邸 対 策 室 

１．地震の概要（気象庁） 

（１）発 生 日 時       平成１９年７月１６日 １０時１３分頃 

（２）震 央 地 名       新潟県上中越沖（北緯３７．５度、東経１３８．６度、 新潟市の南西

６０ｋｍ付近） 

（３）震源の深さ   約１７ｋｍ 

（４）規   模   マグニチュード６．８（推定） 

（５）各地の震度（震度５強以上） 

 震度６強  新潟県 柏崎市西山町、刈羽村割町新田、長岡市小国町 

       長野県 飯綱町芋川 

 震度６弱  新潟県 上越市柿崎区等、長岡市中之島等、柏崎市高柳町、 

小千谷市土川、出雲崎町米田等 

 震度５強   新潟県 上越市大手町等、長岡市千手等、三条市新堀、小千谷市城内、 

十日町市高山等、南魚沼市六日町、燕市分水桜町 

       長野県 中野市豊津、飯山市飯山福寿町、信濃町柏原 飯綱町牟礼 

（６）津   波 

津波の到達状況  新潟県佐渡市 １０時３９分 微弱（第１波） 

１０時５３分 微弱（最大波） 
 １１：２０ 津波注意報 解除  

（７）気象庁では「平成１９年（２００７年）新潟県中越沖地震」と命名 

 

１－２．余震の概要（気象庁） 

（１）発 生 日 時       平成１９年７月１６日 １５時３７分頃 

（２）震 央 地 名       新潟県上中越（北緯３７度３０分、東経１３８７度３８分） 

（３）震源の深さ   約２３ｋｍ 

（４）規   模   マグニチュード５．８（推定） 

（５）各地の震度（震度５弱以上） 

 震度６弱  新潟県：長岡市小島谷、出雲崎米田  

 震度５強  新潟県：柏崎市西山町 

 震度５弱  新潟県：上越市大島区岡、長岡市与板町、小千谷市土川、刈羽村割町 

       新潟西蒲区 

 

 

２．被害状況（未確認情報を含む） 



 
（１）人的被害 

  ア 死者 ５名（警察庁・消防庁情報） 

   ・柏崎市中央病院 女性２名死亡確認（消防庁情報13:43） 

   ・刈羽郡病院 女性１名死亡確認（警察庁情報15:30） 

          男性１名、女性１名死亡確認（警察庁情報16:50） 

  イ 負傷者等 

   ・長野県 重傷２名、軽傷４名（警察庁情報16:10現在） 

  ・新潟県 負傷者２２名（消防庁情報16:10現在） 

   ・富山県 軽傷１名（警察庁情報16:10 現在） 

 ・新潟、長野県で５００人以上が病院で治療（16:25マスコミ情報） 

ウ その他 

 ・１５：３７発生の地震により、柏崎港防波堤の釣り人２名が流された。（16:36海上

保安庁情報） 

（２）建築物被害 

  ・三条・柏崎市内で家屋崩壊数軒あり（新花町でアパートが倒壊し３名下敷、12:31 救

出完了。関町において家屋倒壊数箇所）（警察庁情報） 

  ・柏崎市新田畑の生き埋め（２名）は自力脱出（警察庁情報） 

  ・柏崎市東本町の生き埋め（１名）は自衛隊等が救出作業中（13:49 警察庁情報） 

  ・柏崎市の広い範囲で倒壊確認（柏崎市周辺で家屋倒壊が20件以上）：（マスコミ情報）

ＬＰＧ漏れ数カ所（消防庁情報） 

  ・柏崎市内で火災発生の箇所あり（警察庁情報） 

  ・火災通報 長岡市１件、 柏崎市３件 （消防庁情報） 

  ・全壊新潟県298件、一部破損長野県18件（消防庁情報14:45現在） 

  ・新潟県新花町の家屋倒壊（負傷者３名）（警察庁情報） 

（３）交通遮断状況 

  ア 高速道 

   ・北陸自動車道（中野島見附IC：上り～糸魚川IC：上り、糸魚川IC：下り～上越JCT：

下り、上越 IC：下り～中野島見附 IC：下り）、上信越道（上越 JCT：上り～上越高

田IC：上り）、関越自動車道（長岡JCT：上下～長岡IC：上下）にて通行止め。（国

土交通省情報） 

  イ 一般道（通行止め）（警察庁情報） 

   ・新潟県内 柏崎市等国道８箇所、県道４箇所 

   ・長野県 １箇所（栄村） 

   ・新潟県椎谷鼻でがけ崩れにより道路寸断（海上保安庁情報） 

ウ 鉄 道 

・柏崎駅で停車中の列車脱線、負傷者なし（警察庁情報） 

・米山～笠島間 貨物列車脱線（死傷者なし）（国土交通省情報） 

・信越本線青海川駅付近で土砂流入（国土交通省情報） 

   ・JR西日本 北陸本線 糸魚川～直江津駅間で運転見合わせ 

   ・上越新幹線は13:32に東京―越後湯沢間で運転再開（国土交通省情報） 

・信越本線、越後線、飯山線、只見線及び上越線の一部区間で運転見合わせ（ＪＲ東



 
日本情報） 

   ・新潟県米山鉄橋付近でがけ崩れによりＪＲ路線を覆っている（海上保安庁情報） 

（４）ライフライン等の状況 

・柏崎刈羽原子力発電所 ２号、３号、４号、７号機 自動停止 

            １号、５号、６号は地震前より稼働停止中。 

              現在、被害状況確認中 （以上、東京電力情報） 

              ３号機変圧器の火災は12:00鎮火（経済産業省情報） 

              放射能漏れなし （警察庁情報） 

 （経済産業省情報） 

  ・東北電力 停電21,541 戸（新潟市、柏崎市、長岡市、三条市、燕市）（13:25現在） 

        ４０万kw負荷脱落 

  ・東京電力 １２０万kw負荷脱落 

  ・中部電力 19万 kw負荷脱落 

  ・北陸電力 停電なし 

  ・都市ガス 柏崎市で供給停止34,000 戸。 

・都市ガス 刈羽村で供給停止（マスコミ情報） 

・新潟市方面から柏崎市への幹線パイプラインにガス漏れ有り、供給停止し調査中 

・石油関連施設 新潟石油共同備蓄基地、日本海石油精製、七尾LPガス備蓄基地異常な

し 

  ・水道施設の被害状況（厚生労働省14:00 現在） 

新潟県 約 50,000 戸 

柏崎市 42,600 戸（全域で断水）、長岡市 3,250戸、上越市 5,000戸 

刈羽村、出雲崎町、十日町市は調査中 

長野県 約 60戸 

長野市（数戸）、飯山市（約10戸）、飯綱町（約30～50戸） 

 

（総務省 13:00 現在） 

  ・固定電話：ＮＴＴ：柏崎市内約500回線不通  

        ＫＤＤＩ：新潟、長野県内で着信規制 

        ソフトバンク：960回線不通 

  ・携帯電話：ＮＴＴドコモ：新潟県内基地局５局停波、新潟、長野県内で発信規制中 

ＫＤＤＩ：新潟県内２局停波 

ソフトバンク：新潟県内７８局、長野県内１４局停波 

  ・専用線 ：ソフトバンク：新潟県内273回線不通 

 

（５）その他（警察情報） 

  ・山形県、秋田県、福井県では被害無し 

 

（６）避難所開設状況（消防庁情報13:30） 

  ・新潟県 

 柏崎市（19箇所）、刈羽村（5）、長岡市（7）、出雲崎町（4）、上越市（約60箇所） 



 
 

３．政府の主な対応 

・１０：１５ 官邸対策室設置、緊急参集チーム招集 

 

（緊急参集チーム確認事項） 

１．新潟県上中越沖を震源とする地震について、被災者の速やかな救出・救助活動に全

力を尽くす。  

２．県や市町村との連絡調整及び情報収集を密接に行い、被害情報の収集に全力を挙げ

る。  

３．緊急消防援助隊、警察広域緊急援助隊、自衛隊の災害派遣による被災地への広域応

援の準備を開始し、被害の状況に応じて万全の体制を期する。  

４．引き続き、県や市町村との的確な連携を図りながら、政府一体となって適切に対応

する。 

・１０：２０ 総理指示 

 １．被災状況の把握について、関係各省庁が関係自治体と連携の上、万全を尽くすこと。 

 ２．被災者の安全確保及び被災者がいる場合には人命救助を第一義に救出活動に全力を

あげること。 

 ・本日、政府調査団（団長：防災担当大臣）を被災地へ派遣（１３：１９出発、１４：２

５現地到着）。 

 ・１４：２７ 総理大臣が危機管理センターに入室し、状況について報告を受け以下の３

点について指示 

１． 住民の人命保護を安全確保に全力を尽くすように。 

２． ライフラインの確保に万全を期すように。 

３． 住民の不安解消に全力を尽くすように。 

 ・１５：０４ 総理大臣は被災地へ向けヘリにて官邸を出発 

 ・１５：３７ 震度６弱の余震発生に伴い、緊急参集チーム再招集 

 ・１６：３４ 総理大臣は柏崎市に到着 

 

４．各省庁の活動状況 

(情報収集活動等) 

・柏崎市、小千谷市、刈羽村に連絡員を派遣（防衛省） 

 

(広域応援等) 

（１） 広域緊急援助隊（警察庁） 

以下の広域緊急援助隊（約３３０人）に出動指示 

・１１：３０ 富山県警、埼玉県警、千葉県警 

・１１：４５ 警視庁、群馬県警、栃木県警、神奈川県警 

・１２：５０ 栃木県警、群馬県警（交通部隊） 

・１３：４５ 埼玉県警（交通部隊） 



 
・１４：５５ 長野県警（交通部隊） 

 

（２）災害派遣（防衛省） 

・１０：４９ 第 12旅団長が新潟県知事からの災害派遣要請受理 

・１０：５０ 陸自第12旅団が出発 

・１３：３０ 陸自８機、海自２機、空自７機が偵察中 

・１３：３０ 新潟県知事から海自舞鶴地方総監に対して災害派遣要請 

・１６：５０ 新潟県刈羽村に第２普通科連隊の人員１５０名、車両約５０両を派遣中 

・１６：５０ 新潟県柏崎市、小千谷市に第３０普通科連隊及び第５施設群の人員約３

３０名、車両約１０両を派遣中 

 

（３）ＤＭＡＴ（厚生労働省） 

・１０：３３ 全国DMAT待機要請 

・１１：５０ 新潟県村上総合病院、新潟市民病院、山形県立中央病院、富山大学、相

沢病院のＤＭＡＴが現地へ出発 

・１１：５５ 日本医大北総病院へ派遣要請 

・１２：４０ 刈羽郡総合病院へ１４０名、小千谷総合病院へ１０名搬送 

 

（４）緊急消防援助隊（消防庁） 

  ・１０：４０ 新潟県知事からの要請を受け、消防庁長官より仙台市長に対し緊急消

防援助隊の出動要請（以下、順次、東京都知事、富山県知事、福島県知事、

横浜市長、栃木県知事、埼玉県知事に対し要請） 

・１２：３５ 宮城県、富山県のヘリ新潟着 

・１３：５０ 横浜市のヘリ離陸 

・１５：１０ 東京都のヘリ新潟着 

・１５：１７ 富山県のヘリ新潟着 

 

（５）海上保安庁 

  ・１６：００現在 巡視船１９隻、航空機９機が調査中 

  ・１３：１０ 特殊救難隊１隊（５名）新潟着 

  ・１５：５５ 機動防除隊１隊（４名）新潟着 

 


