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平成１９年４月１５日

１６：００現在

国土交通省 中部地方整備局

災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ

１．件 名

三重県中部を震源とする地震による被害について（第１報）

２．内 容

４月１５日１２時１９分頃地震がありました。

震源地は三重県中部（北緯３４．８°、東経１３６．４°）で震源の深さは

約１０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は５．３と推定されます。

中部地方整備局管内の被害状況をお知らせ致します。

３．解 禁

なし

４．配布先

中部地方整備局記者クラブ

５．問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 災害対策本部

ＴＥＬ ０５２－９５３－８２５６

防災対策官 中島 一好

防災課補佐 相羽 学



- 1 -

平成１９年４月１５日 １６時００分現在
国土交通省中部地方整備局 災害対策本部

第１回本部会議資料
（三重県中部を震源とする地震による被害について）

○．地震の概要

４月 15 日 12 時 19 分頃地震がありました。
震源地は三重県中部 （ 北緯 34.8 °、東経 136.4 °）で震源の
深さは約 10km、地震の規模（マグニチュード）は 5.3 と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
震度５強

＜三重県＞
亀山市西丸町

震度５弱
＜三重県＞

鈴鹿市西条、亀山市本丸町＊、亀山市関町木崎＊、津市島崎町、津市河芸町浜田＊、
津市芸濃町椋本＊、津市美里町三郷＊、津市安濃町東観音寺＊、伊賀市平田＊

※＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報

平成１９年 ４月１５日１４時００分をもって、地震の発生場所と発表
規模を以下のとおりとします。
平成１９年 ４月１５日１２時１９分の地震 発表

北緯 ３４度４７．４分 （北緯 ３４．８度）
東経 １３６度２４．４分 （東経１３６．４度）
深さ １６ｋｍ （深さ ２０ｋｍ）
規模（マグニチュード） ５．４

○．東海地震関連情報等の発表経過

４月１５日 １２：２２ 気象庁地震火山部 発表【震源に関する情報】
１２：２３ 気象庁地震火山部 発表【震源・震度に関する情報】
１２：２５ 気象庁地震火山部 発表【震源・震度に関する情報】
１２：４１ 気象庁地震火山部 発表【各地の震度に関する情報】
１４：００ 気象庁地震火山部 発表【その他の情報】

○．中部地整備局の対応
１５日１２：１９ 災害対策本部 警戒体制

１２：１９ 紀勢国道事務所 注意体制
１２：１９ 三重河川国道事務所 警戒体制
１２：１９ 木曽川下流河川事務所 注意体制
１２：１９ 北勢国道事務所 警戒体制
１２：１９ 名古屋港湾空港技術調査事務所 注意体制
１２：１９ 四日市港湾事務所 警戒体制
１４：００ 三重県リエゾン到着 三重河川道路 草川（調査第二課）、久保（計画課）
１４：４０ 紀勢国道事務所 体制解除 （パトロールし異常なし）
１４：４４ 民間ヘリによる災害状況視察のため名古屋空港離陸

伊藤専門官（河川）、村松地域道路調整官（道路）、橋村検査官（企画）
１４：５５ 民間へり ミニフロート 港湾空港部で１名乗り込み

山本管理官（港湾空港）
１５：３５ 鈴鹿川左岸堤防 １９．０ｋ～２０．０ｋの亀裂の情報あり（一般住民）

ヘリにて確認指示
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○．人的被害、建物被害、避難状況

調査中

○．発災後の所管施設等の状況
① 緊急輸送路の選定状況について（１５日１４：２５現在）

道路の通行止め等の状況
a) 直轄国道

通行規制箇所 なし
三重、北勢、紀勢管内 異常なし

b） 高速自動車国道
通行規制 （東名阪 四日市東 IC ～久居 IC） 15:15 解除

c) その他
県道加佐登線（鈴鹿市） トンネル内 落石あり（14:00 処理済）
国道１６３号（津市平木）落石あり処理中、通行止めなし

② 港湾施設の被害状況（１５日１５：２５現在）

直轄 四日市港 港湾施設 異常なし
津松阪港 海岸施設 異常なし

補助 四日市港 港湾施設・海岸施設 異常なし

③ 河川管理施設等の被害状況（４月１５日１４：３０現在）
直轄河川の被害状況

県 水系 河川名 左右岸 位置 被災状況等 備考
(ｷﾛﾎﾟｽﾄ)

三重県 鈴鹿川 鈴鹿川 パトロール中、現時点で被害の報告
なし。

雲出川 雲出川 パトロール中、現時点で被害の報告
なし。

櫛田川 櫛田川 パトロール中、現時点で被害の報告
なし。

宮川 宮川 パトロール中、現時点で被害の報告
なし。

補助河川の 検施状況
県 水系 河川名 点検開始 点検終了 点 検 結 果 備 考

日 時刻 日 時刻
三重県 河川・砂 15 日 14:30 パトロール中、現時

防 現在 点で被害の報告な
し。

海岸 15 日 14:30 パトロール中。
現在
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④ 直轄ダムの点検被災状況（１４：３０現在）
異常なし

⑤ 直轄海岸の点検被災状況（１４：３０現在）
県 海岸名 点検、及び被災結果
三重県 伊勢湾西南 点検中

⑥ 庁舎関係（１５日１５：２５現在）
本局、事務所（出張所）の運営状況について

庁舎 点検実施状況 被害状況等 備考
三の丸 目視 異常なし

北勢国道事務所 庁舎点検 玄関階段の壁にヒビ 応急措置は必要無し
（亀山庁舎）

北勢国道事務所 庁舎点検 ２・３階の水道が出ない 明日以降、復旧予定
（四日市庁舎）

⑦ 水資源機構からの情報
・長良川河口堰 地点震度 ４ 15:10 現在 1 次点検中
・加佐登調整池 地点震度 ５弱 15:10 現在 1 次点検中

近畿地整からの情報 15:00 現在
●道路：滋賀国管内 R161 除く、大津、草津管内復路完了。異常なし。

R1 は全線異常なし。
奈良国 R25 名阪は往復路共点検完了。異常なし。他路線は巡回中。

●河川：琵琶湖、淀統、木津上が注意体制。点検中。
●砂防：奈良県施設点検中。
●営繕：点検中。
●以上、現在のところ被害等の報告なし。
●きんき号：木津川上流直轄砂防管内の調査のため 3:30 頃フライト予定。

○．鉄道・バス・船舶の運休状況

ＪＲ西日本 運転見合わせ（柘植～貴生川、亀山～加茂） （１５：４３現在）
近鉄 運転再開 大阪線一部乱れあり、大阪、奈良、京都の特急以外はダイヤ通り運転

（１５：５０現在）
伊勢鉄道 全線運転再開（１４：５０）
三重交通 運転迂回 伊勢道四日市東～久居

○．県別施設被害

◆三重県（１５：００時現在）
建物被害 ４件 四日市市 家屋屋根一部損壊１戸

津市芸濃町地内 家屋内壁破損１件
津市美里地内 家屋外壁破損１件
津市大里山堂地内 蔵の一部破損１棟

水道断水 ２件 鈴鹿市八野地内 断水１箇所
津市河芸町地内 水道管破損

ライフライン 被害なし
コンビナート 異常なし
その他 ３件 亀山市東御幸 関ドライブイン 天井板落下 （２名負傷）

四日市市鵜の森 民間マンション エレベータ閉じ込め（救助済み）
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亀山城 石垣崩壊(人的被害なし)）

○．体制状況 （４月１５日１４：３０現在）

（本局体制…５３名）
体制発令

部 日付 時間 体制 動員数 備考

本部 ４月１５日 １２：１９ 警戒体制 １５

建政部 ４月１５日 １３：０３ 警戒体制 ４

河川部 ４月１５日 １２：１９ 警戒体制 １４

道路部 ４月１５日 １３：０４ 警戒体制 ８

港湾空港部 ４月１５日 １２：１９ 警戒体制 ５

営繕部 ４月１５日 １４：００ 警戒体制 ７


