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小笠原諸島西方沖を震源とする地震による被害状況等について 
※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

※下線部は、前回からの変更箇所。 

平成 27 年 6 月 2 日 

1 2 時 0 0 分 現 在 

内 閣 府 

１ 地震の概要（気象庁情報） 

(1) 発生日時 

・平成 27年 5月 30日 20:23頃 

(2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模（推定） 

・場所：小笠原諸島西方沖（北緯 27.5 度、東経 140.4 度） 深さ約 682km 

・規模：マグニチュード 8.1 

(3) 各地の震度（震度 5弱以上） 

震度 5強 東 京 都 小笠原村母島 

 神奈川県 二宮町中里 

震度 5弱 埼 玉 県 鴻巣市中央 春日部市谷原新田 宮代町笠原 

(4) 津波 

 この地震による津波のおそれはなし 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁調べ：6月 1 日 15:00現在） 

(1) 人 的被 害 

【東 京 都】地震関連負傷者（東京消防庁 119番通報） 

        8件：やけど 1件、転倒等 7件 

【埼 玉 県】3名軽傷（川口市 2名、三郷市 1名） 

【神奈川県】2名軽傷（川崎市 1名、横浜市 1名） 

 (2) 物 的被 害 

 ・被害なし 

(3) その他被害 

【東京都】火災 1件（エレベーター急停止に伴うワイヤー過熱及び油焼損） 

３ その他の状況 

(1) ライフラインの状況 

ア 電力（経済産業省調べ：5月 31日 8:45現在） 

・東京電力㈱（5月 30日 21:57時点） 

①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約 600戸） 

②現在の停電地域： 東京都足立区、埼玉県ふじみ野市 

③主な設備被害： 配電設備故障（柱上開閉器） 

イ 一般ガス（経済産業省調べ：5月 31日 8:45現在） 
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・被害なし 

ウ 水道（厚生労働省調べ：5月 31日 8:30現在） 

・被害なし 

エ 通信関係（総務省調べ：5月 30日 21:45 現在） 

・被害なし 

オ 放送関係（総務省調べ：5月 30日 21:45 現在） 

・被害なし 

(2) 原子力施設関係（原子力規制庁調べ：5月 30日 20:35 現在） 

・異常なし（立地市町村で震度 4以上を観測した原子力関連施設はなし（異常なし） 

(3) 道路関係（国土交通省調べ：5月 30日 22:45 現在） 

■高速道路 

点検完了、異常なし 

■公社有料 

埼玉公社、茨城公社、千葉公社の管理する道路で点検完了、異常なし 

■直轄国道 

点検中、現時点で被害等の情報なし 

■補助国道 

点検中、現時点で被害等の情報なし 

■都道府県・政令市道 

点検中、現時点で被害等の情報なし      

(4) 鉄道関係（国土交通省調べ：6月 1日 10:00現在） 

①被害状況 

○新幹線  なし 

○在来線  

ＪＲ なし 

民鉄 なし 

②運行状況 

○新幹線 

   東北新幹線  20:35頃 運転再開 

   上越新幹線  20:35頃 運転再開 

  北陸新幹線  20:38頃 運転再開 

  東海道新幹線 20:51頃 運転再開（東京駅～新横浜駅間 21:36 運転再開） 

○在来線 

  北陸信越運輸局管内 影響なし  

  近畿運輸局管内   影響なし 
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  中部運輸局管内   影響なし  

  東北運輸局管内   影響なし  

     関東運輸局管内 

・ＪＲ 

      東海道線  23:53 運転再開 

      山手線   23:15 運転再開 

      京浜東北線 23:27 運転再開 

    横須賀線  25:12 運転再開 

    湘南新宿ライン 23:53 運転再開 

久留里線  21:30 運転再開 

成田線   21:30 運転再開 

内房線   始発より運転再開 

外房線   始発より運転再開 

根岸線   21:49 運転再開 

・民鉄  

    東京地下鉄 地震直後運転再開 

    東急    地震直後運転再開 

    ゆりかもめ 21:40 運転再開 

(5) 航空関係（国土交通省調べ：5月 30日 22:45 現在） 

・異常なし（羽田空港、茨城空港、福島空港、仙台空港、静岡空港） 

(6) 河川・砂防関係等（国土交通省調べ：5月 31日 22:45 現在） 

<<河川>> 

・被害情報なし 

点検対象河川 

【直轄河川（2河川）】 

荒川水系荒川（上流）    ：一次点検終了、異常なし 

利根川水系首都圏外郭放水路：二次点検終了、異常なし 

【補助河川】 

神奈川県 葛川水系葛川（1河川）  ：一次点検終了、異常なし 

  埼玉県  元荒川等（14河川）  ：点検中 

<<砂防関係>> 

・土砂災害の発生報告無し 

・砂防関係施設の点検状況 

〔直轄〕点検対象施設無し 

〔補助〕各都県において明朝より砂防関係施設の点検実施予定 

<<土砂災害危険箇所>> 
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・東京都小笠原村（母島）及び神奈川県二宮町（震度５強）の土砂災害危険箇所にお 

いて明朝より緊急点検を実施 

(7) その他の被害状況（内閣府調べ：5月 31日 10:00現在） 

・現時点において、被害情報なし 

４ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・官邸連絡室設置（5月 30日 20:29） 

５ 各省庁等の対応 

(1) 内 閣 府の対応 

・情報対策室設置（5月 30日 20:24） 

・内閣府防災ツイッター等により、国民への情報発信を実施（5月 30日 20:37） 

(2) 警 察 庁の対応 

・災害警備連絡室設置（5月 30日 20:29） 

・警察庁及び関係県警察では、関連情報の収集を実施。 

・埼玉県警及び神奈川県警は現在フライト中。 

(3) 消 防 庁の対応 

・災害対策本部設置（5月 30日 20:24） 

・震度 5弱以上を観測した東京都、神奈川県、埼玉県に対し、適切な対応及び被害報告 

について要請（5月 30日 20:24）  

・震度 5 強を観測した東京都、小笠原村役場及び神奈川県、二宮町消防本部、震度 5 弱

を観測した埼玉県、埼玉県央広域事務組合消防本部、春日部市消防本部、埼玉東部消防

組合に対し 119番通報及び被害状況を確認（5月 30日 20:24）  

<<消防機関の活動>> 

【埼玉県】 

埼玉県防災ヘリが被害情報収集のため偵察飛行（5月 30日 21:28） 

(4) 海上保安庁の対応 

・海上保安庁対策室設置（5 月 30日 20:29） 

・航行警報発出（5 月 30日 20:34） 

・巡視船、航空機により被害情報調査中。現在まで被害状況等を認めず。 

・第三管区小笠原海上保安署庁舎に被害なし。同保安署職員に負傷等なし。 

(5) 防衛省の対応 

【5月 30日（土）】 

・東方・第 1師団が情報収集態勢を強化（1 種乙）（5月 30日 20:24） 

・官邸に官邸連絡室を設置（5 月 30日 20:29） 
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・本地震に関する防衛省災害対策連絡室（長：事態対処課長）を設置（5月 30日 20:29） 

・空自 7空団（百里）の F-15×2機が離陸。以後、情報収集を実施（5月 30日 20:45） 

・海自硫黄島航空基地分遣隊の UH-60×1 機が離陸。以後、情報収集を実施（5 月 30 日

21:14） 

・海自 21空群（館山）の UH-60×1機が離陸。以後、情報収集を実施（5月 30日 21:14） 

・海自 4空群（厚木）の P-3C×1機が離陸。以後、情報収集を実施（5月 30日 21:21） 

・陸自東方航空隊（立川）の UH-1×1機（映像機）が離陸（5 月 30日 21:23） 

・陸自東方航空隊（立川）の UH-1、ヘリ映伝開始（5月 30日 21:30） 

（LO派遣） 

・第 1師団司令部（練馬）LO×2名、東京都庁へ派遣（5月 30日 21:00） 

・第 32 普通科連隊（大宮）LO×4名、埼玉県庁へ派遣（5月 30日 21:25） 

・自衛隊埼玉地方協力本部 LO×1名、埼玉県庁へ派遣（5月 30日 21:45） 

・第 31 普通科連隊（武山）LO×2名、神奈川県庁へ派遣（5 月 30日 21:49） 

【5月 31日（日）】 

・情報収集をしていた航空機はすべて帰投（5月 31日 08:45 現在） 

・各部隊は平素の態勢に移行（5月 31日 08:45現在） 

・現時点で部隊から大きな被害情報なし。災害派遣要請なし（5月 31日 08:45 現在） 

・都庁 LO・神奈川・埼玉県庁 LOはすべて帰隊（5月 31日 08:45 現在） 

(6) 文部科学省の対応 

・災害情報連絡室設置（5月 30日 20:27） 

・東京都、神奈川県、埼玉県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被 

害状況の把握、二次災害防止を要請（5月 30日 20:42）。 

・引き続き、教育委員会等と連携を密にしつつ、被害状況等の収集に努める。 

(7) 気 象 庁の対応 

・本庁警戒体制（5月 30日 20:24） 

・記者会見（5月 30日 22:30） 

６ 関係地方公共団体の対応等 

(1) 東京都の対応 

・情報連絡体制設置（5月 30日 20:24） 
・情報監視体制に移行（5月 31日 6:10） 
・解除（6月 1日 9:00） 

(2) 埼玉県の対応 

・災害即応室設置（5月 30 日 20:24） 
・閉鎖（5月 31日 12:00） 

(3) 神奈川県の対応 

・第２次応急体制（5月 30 日 20:24） 
・警戒体制に移行（5月 30 日 21:42） 
・警戒体制解除（5月 31日 00:15） 
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(4) 通信状態の確認（消防庁調べ：5月 30日 21:10 現在） 

・震度 5 強を観測した東京都、小笠原町、神奈川県、神奈川県二宮町、震度 5 弱を観測

した埼玉県、埼玉県鴻巣市、春日部市、宮代町と連絡がとれている。（通信途絶なし） 


