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北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る 

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。 

平成 30 年 9 月 6 日 

9 時 3 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 30 年 9 月 6 日 3:07 頃 

(2) 震源及び規模（暫定値） 

・場所：胆振
い ぶ り

地方中東部（北緯 42.7 度、東経 142.0 度） 

・規模：マグニチュード 6.7（暫定値） 

・震源の深さ：37km（暫定値） 

(3) 各地の震度（震度 5 弱以上） 

・震度６強  安平町 

 ・震度６弱  千歳市 

 ・震度５強  札幌市北区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町 

 ・震度５弱  函館市、室蘭市、岩見沢市、登別市、伊達市、北広島市、石狩市、新篠

津村、南幌町、由仁町、栗山町、白老町（※震度５弱以上と考えられる

が、現在震度を入手していない市町村：厚真町、むかわ町、日高町、平

取町、新冠町） 

(4) 津波 

 この地震による津波のおそれはなし。 

(5) 地震活動の状況 

 9 月 6 日 09 時 00 分現在、今回の地震発生後、震度１以上を観測する地震が４０回発生 

（最大震度４：２回、震度３：８回、震度２：１３回、震度１：１７回） 

２ 人的・物的被害の状況（消防庁情報：9月 6日 8:40 現在） 

(1) 人的被害 

・苫小牧市で心肺停止１名、重傷１名、程度不明５名 

・厚真町（あつまちょう）で土砂崩れにより４件救助活動中 １１名安否確認中 

・むかわ町で軽傷４名 

・千歳市で程度不明３名 

・札幌市で軽傷２０名 

・南空知消防組合消防本部で軽傷３名 

(2) 建物被害 
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・厚真町で土砂崩れによる家屋倒壊１５件 その他の家屋倒壊２件 

・安平町（あびらちょう）で家屋倒壊３件 

・むかわ町で家屋倒壊２件 

・苫小牧市で家屋倒壊１件 

(3) 重要施設等の被害 

  ・室蘭市の石油コンビナート施設（新日鐵住金(株)室蘭製鐵所）で火災１件発生 

    →鎮圧 人的被害なし 

３ 避難の状況その他の状況（消防庁情報：9 月 6日 8:40 現在） 

  【開設避難所・避難者数】 

・むかわ町８箇所 

・厚真町１１箇所、１８７名 

・札幌市２４箇所、１４０名 

・苫小牧市３１箇所 

・安平町８箇所 

・白老町８箇所、６名 

他 確認中 

４ その他の状況 

 (1) ライフラインの状況 

ア 電  力（経済産業省情報：9 月 6日 9:00 現在） 

北海道全域で大規模な停電（約２９５万戸）が発生。現在詳細を確認中。 

東北電力管内は停電の発生無し。 

イ 都市ガス等（経済産業省情報：9月 6 日 9:00 現在） 

（都市ガス・ＬＰガス・旧簡易ガス） 

現時点で被害なし。引き続き情報収集中。 

ウ 水 道（厚生労働省情報：9月 6 日 9:00 現在） 

【断水状況】 

・北海道内の１６市町において、2,239 戸の断水が発生（調査中を除く）。 

・北海道全域が停電しているため、それに伴う断水が広域に発生している模様。 

エ 通信関係（総務省情報：9 月 6 日 8:30 現在） 

 事業者（サービス名） 被害状況等 

固
定
（
注
１
） 

NTT 東日本 ・約 4.9 万回線 

 ※支障エリアを含む自治体は以下の通り。 

北海道 厚真町、むかわ町、平取町、日高町、新冠町、 

新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 

○電話系サービス 
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アナログ電話 ：約 2.4 万回線 

ひかり電話  ：約 1万回線 

○その他サービス 

光アクセスサービス：約 1.5 万回線 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 北海道エリア通信ビル（５ビル）にて、広域停電により蓄

電池にて電力供給中 

KDDI ・572 回線 

北海道静内郡静内町において回線障害 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 被災の有無を確認中 

携
帯
電
話
等 

NTT ﾄﾞｺﾓ サービスエリアに支障状況について確認中。 

※役場エリアについても確認中。 

※合計 170→694 局停波 

（内訳） 

北海道 694 局 

KDDI(au) サービスエリアに支障状況について確認中。 

※役場エリアについても確認中。 

※合計約 80→104 局停波 

（内訳） 

北海道 104 局 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 【携帯電話】 

10 町村の一部エリアに支障あり。 

 ※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

北海道 えりも町、様似町、浦河町、新ひたか町、新

冠町、平取町、むかわ町、厚真町、日高町、

占冠村） 

※役場エリアについては確認中。 

※合計約 300→407 局停波 

 

（内訳） 

 北海道 407 局 

【PHS】 

58 市区町の一部エリアに支障あり。 

 ※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

北海道 函館市、北斗市、七飯町、森町、八雲町、室蘭

市、登別市、伊達市、白老町、苫小牧市、千歳

市、恵庭市、長沼町、北広島市、南幌町、江別

市、岩見沢市、小樽市、石狩市、美唄市、倶知

安町、余市町、当別町、札幌市（南区、中央区、

西区、手稲区、東区、白石区、厚別区、豊平区、
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清田区）、砂川市、滝川市、赤平市、富良野市、

中富良野町、旭川市、東神楽町、鷹栖町、深川

市、士別市、名寄市、羽幌町、稚内市、紋別市、

北見市、美幌町、網走市、釧路市、鶴居村、釧

路町、中標津町、根室市、帯広市、芽室町、音

更町、新ひだか町 

※役場エリアについては確認中。 

※合計約 4639 局停波 

（内訳） 

 北海道 4639 局 

UQ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ サービスエリアに支障状況について確認中。 

※役場エリアについても確認中。 

※合計約 300 局停波 

（内訳） 

確認中。 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 71 郡市の一部エリアに支障あり。 

 ※支障エリアを含む自治体は以下のとおり。 

北海道 空知郡、札幌市、帯広市、上川郡、室蘭市、

苫小牧市、釧路市、旭川市、虻田郡、留萌郡、

稚内市、紋別郡、河西郡、美唄市、二海郡、

富良野市、檜山郡、雨竜郡、小樽市、釧路郡、

三笠市、天塩郡、登別市、根室市、常呂郡、

江別市、中川郡、夕張郡、亀田郡、北斗市、

石狩郡、恵庭市、名寄市、函館市、北広島市、

河東郡、砂川市、苫前郡、岩内郡、阿寒郡、

樺戸郡、余市郡、歌志内市、芦別市、夕張市、

網走郡、網走市、石狩市、赤平市、勇払郡、

岩見沢市、留萌市、茅部郡、滝川市、松前郡、

紋別市、標津郡、厚岸郡、深川市、白老郡、

士別市、斜里郡、山越郡、広尾郡、川上郡、

千歳市、有珠郡、爾志郡、上磯郡、北見市、

伊達市 

※役場エリアについては確認中。 

※合計 2424 局停波 

（内訳） 

 北海道 2424 局 

（注１）事業者が把握可能な範囲の情報を記載 

＜防災行政無線＞ 

 現時点において被害情報なし。 
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（注）自治体が把握可能な範囲の情報を記載 

オ 放送関係（総務省情報：9 月 6 日 8:30 現在） 

   ＜地上波（テレビ）＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

北海道 北海道テレビ放送 停電 道内全域 復旧済 

北海道平取町
びらとりちょう

 民放５社 停電 1,307 世帯 停波中(9/6～) 

北海道北見市
き た み し

 テレビ北海道 停電 48,532 世帯 復旧済 

＜地上波（ラジオ）＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

北海道 エフエム北海道 停電 道内全域 復旧済 

＜ケーブルテレビ＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

北海道苫小牧市 
ニューデジタルケ

ーブル㈱ 
停電 7,963 世帯 停波中(9/6～) 

北海道函館市、北斗市、

七飯町 
㈱ニューメディア 停電 43,014 世帯 停波中(9/6～) 

＜コミュニティ放送＞ 

地域 事業者名 原因 影響世帯数 現状 

北海道 

札幌市西

区 
らむれす 停電 確認中 

停 波 中

(9/6～) 

札幌市 

豊平区
と よ ひ ら く

 
エフエムとよひら 停電 確認中 

停 波 中

(9/6～) 

洞爺湖町 だて観光協会 停電 確認中 復旧済 

 

＜衛星放送＞ 

現時点において被害情報なし 

カ 原子力関係施設（原子力規制庁情報：9月 6日 9:00 現在） 

・泊発電所（北海道泊村：北海道電力）  

  所在市町村震度：泊村 震度 2 

  停電により外部電源喪失、非常用発電機を起動中、その他異常なし 

  核燃料は冷却中 

・東通発電所（青森県東通村：東北電力） 

  所在市町村震度：東通村 震度４ 

  異常なし 

・六ヶ所（再処理・廃棄物管理）（青森県六ヶ所村：日本原燃） 

  所在市町村震度：六ヶ所村 震度３ 
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  異常なし 

 (3) 道 路（国土交通省情報：9月 6 日 8:00 現在） 

○高速道路 

被災による通行止め：1 路線 1 区間 

【E38】道東自動車道（夕張 IC～十勝清水 IC） 

点検に伴う通行止め：4 路線 4 区間 

【E5】 道央自動車道（登別東 IC～江別西 IC） 

【E5A】札樽自動車道（札幌 JCT～札幌西 IC） 

【E38】道東自動車道（千歳恵庭 JCT～夕張 IC） 

【E63】日高自動車道（苫小牧東 IC～日高厚賀 IC）※うち沼ノ端西 IC～日高厚賀ＩＣ

は直轄管理 

○直轄国道、道道、政令市道 

 点検中 

○道道・政令市道 

 北海道 １区間（土砂崩れ１区間） 

点検中 

(4) 交通機関 

 ○鉄 道（国土交通省情報：9月 6日 8:00 現在） 

 （施設の被害状況等） 

・旅客（新幹線・在来線）、貨物（JR 貨物） 

脱線なし、  (施設被害確認中） 

 （施設被害等） 

 ・札幌市交通局 南北線  自衛隊前～真駒内 がいし脱落 

（運行状況） 

 ・9 月 6日 7:20 現在 4 事業者 26 路線運転休止 

 ・9 月 6日 8:00 現在 4 事業者 26 路線運転休止 

 ○航 空（国土交通省情報：9月 6日 8:30 現在） 

■道内全域で停電発生中だが、道内各空港においては発電機で送電を実施中。 

■新千歳空港 

・震度 6 弱 

・滑走路異常なし 

・旅客の安全を確保することができないため、ターミナルビル終日閉館。漏水などの

施設不具合発生。PBB の稼働不能。 

■札幌丘珠空港 

・震度 5 弱 

・滑走路異常なし 

■函館空港 
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・震度 5 弱 

・滑走路確認中 

■その他空港施設等に異常なし。 

(5) 土砂災害（国土交通省情報：9 月 6日 8:00 現在） 

   土砂災害発生状況 3 件（1道） 

    

５ 政府の主な対応 

(1) 官邸の対応 

・9月 6 日 3:09 官邸対策室設置 

６ 各省庁等の対応等 

(1) 内 閣 府の対応 

・9月 6 日 3:09 災害対策室設置 

(2) 警 察 庁の対応 

・警察庁は、警備局長を長とする災害警備本部を設置（3:09）。 

・北海道警察は、本部長を長とする災害警備本部を設置。 

・警察庁、関係都道府県警察は、災害関連情報を収集中。 

 (3) 消 防 庁の対応 

９月６日 ３時 ８分  消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を設置（第３次応

急体制） 

３時１０分 震度５弱以上を観測した北海道に対し適切な対応及び被害報

告について要請 

             ４時４５分 消防庁職員２名を北海道庁へ派遣を決定 

４時４５分 消防庁職員２名を千歳市消防本部へ派遣を決定 

５時００分 消防庁職員１名を丘珠空港へ派遣を決定 

７時３０分 関係閣僚会議に総務大臣が出席 

７時４０分 消防庁職員５名が千葉市の消防防災ヘリで北海道に向けて出発 

 

  ＜緊急消防援助隊等の対応状況＞ 

   ９月６日  ３時０８分 消防庁長官から北海道知事に対し、緊急消防援助隊（指揮

支援隊）の出動を求め 

消防庁長官から、青森県知事、岩手県知事、宮城県知事

及び秋田県知事に対し、緊急消防援助隊（統合機動部隊）

の北海道への出動の求め 

４時３０分 札幌市消防局の指揮支援隊（部隊長）が出動 

４時３０分 消防庁から、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県に対し、

緊急消防援助隊（指揮支援隊）の出動可能隊数報告及び出

合計 3件

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

半壊 一部損壊

北海道 3件 厚真町 - - - - - -

死者 行方不明者 負傷者 全壊

勇払郡 3件
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動準備を依頼 

５時０５分 宮城県の緊急消防援助隊（統合機動部隊）が、北海道に向

け出動 

５時１５分 札幌市消防局の指揮支援隊（部隊長）が北海道庁に到着、

活動開始 

５時２０分 岩手県の緊急消防援助隊（統合機動部隊）が、北海道に向

け出動 

５時４０分 消防庁長官から、青森県知事、岩手県知事、宮城県知事、

山形県知事及び埼玉県知事に対し、緊急消防援助隊（航空

小隊）の北海道への出動を求め 

５時５３分 青森県の緊急消防援助隊（統合機動部隊）が、北海道に向

け出動 

５時５５分 秋田県の緊急消防援助隊（統合機動部隊）が、北海道に向

け出動 

６時１０分 岩手県の消防ヘリが、北海道に向け出動 

６時１０分 北海道知事から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援

要請 

６時１５分 消防庁長官から、秋田県知事及び福島県知事に対し、緊急

消防援助隊（航空小隊）の北海道への出動を求め 

６時２０分 消防庁長官から、東京都知事及び神奈川県知事に対し、緊

急消防援助隊（航空小隊）の北海道への出動を求め 

６時２５分 東京消防庁のヘリが、北海道に向け出動 

６時３０分 消防庁長官から、北海道知事及び宮城県知事に対し、緊急

消防援助隊（指揮支援隊）の出動を求め 

６時３０分 消防庁長官から、青森県知事及び宮城県知事に対し、緊急

消防援助隊の出動を求め 

６時５３分 埼玉県の消防ヘリが、北海道に向け出動 

７時００分 青森県の消防ヘリが、北海道に向け出動 

７時１６分 山形県の消防ヘリが、北海道に向け出動 

７時２０分 横浜市消防局の消防ヘリが、北海道に向け出動 

７時３５分 宮城県の消防ヘリが、北海道に向け出動 

(4) 総 務 省の対応 

・９月６日(木)３時 09 分、大臣官房総務課に災害対策本部（長：大臣官房長）を設置。 

・市町村行政機能の確認状況 

７時３０分現在、安平町（６強）、千歳市（６弱）、厚真町（震度不明）に、総務省か

ら直接、電話にて、行政機能の確保状況を確認。 

いずれの市町も、庁舎倒壊、行政機能麻痺といった支障は生じてないとのこと。（いず

れの市町も、庁舎で停電は発生しているが、非常用電源で対応しており、災害対応は可

能。） 

なお、厚真町については、本日の窓口業務は対応できない見込みとのこと。 

・人的支援について 

公務員課では、北海道及び被災地域ブロック幹事県（代行：青森県）と「被災市区町

村応援職員確保システム」に基づく対口支援団体の決定準備のため、連絡を取り合って
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いるところ。 

また、青森県は北海道庁へリエゾンを派遣しており、公務員課からもリエゾンを派遣

予定。 

引き続き、情報収集を行いながら、今後、必要に応じて、システムに基づく対口支援

団体の決定や、応援職員の確保について、関係団体（北海道、被災地域ブロック幹事県、

地方３団体、指定都市市長会）とも連携しながら対応していく。 

(5) 海上保安庁の対応 

・6日 3:09 本庁及び第一管区海上保安本部対策本部設置 

(6) 金 融 庁の対応 

・9月 6 日、午前 3時 10 分、金融庁災害対策室を設置。 

(7) 文部科学省の対応 

・文部科学省災害情報連絡室（室長：施設企画課長）を設置（9 月 6 日 3時 9分）。 

・北海道教育委員会に対し、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（9月 6日 4時 7 分）。 

・文部科学省災害応急対策本部（本部長：官房長）を設置（9月 6日 9時 00 分） 

(8) 厚生労働省の対応 

・9月 6 日 3:40 厚生労働省災害情報連絡室設置 

・9月 6 日 7:34 厚生労働省災害対策本部設置 

・職員の現地等への派遣状況 

 9 月 6 日 厚生労働省本省職員を北海道厚生局に２名派遣 

＜DMAT の状況＞ 

 ・北海道庁にて DMAT 調整本部が立ち上げ。DMAT１隊活動中。 

 ・6:22 北海道庁より道内 DMAT 派遣要請。東胆振活動拠点本部を苫小牧市立病院（震

源地医療圏の災害拠点病院）に置き、札幌医科大学付属病院と市立室蘭総合病院

から１隊ずづ計２隊を派遣し、現地の情報収集に当たらせている。 

(9) 国土交通省の対応 

 ○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める 

○国土交通省災害対策本部会議を開催（9/6 6:15） 

○所管施設等について点検中 

○ホットライン 

・苫小牧市、安平町、むかわ町と確立済み 

・千歳市とホットライン確立(市長無事) 

○災害対策用ヘリコプター  

・開発局「ほっかい」 6:00 離陸 フライト中、安平町・厚真町へ。 

・東北地整「みちのく」 6:00 出発→函館空港    
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・国土地理院「くにかぜ」 午前到着、午後より要請対応可能予定 

○TEC-FORCE（リエゾン以外） １１名 

  先遣隊 （東北地整から４名、関東地整から４名、北陸地整から３名） 

      ※北海道開発局に向け派遣準備中 

○リエゾン派遣 

・北海道庁及び４出先機関に派遣 

・6 市 4 町１村（札幌市､苫小牧市､恵庭市､江別市､岩見沢市､石狩市､安平町､新ひだか

町､長沼町､厚真町､新篠津村）に派遣、2市(登別市、千歳市)に派遣準備中 

  ○災害対策用機械等出動状況【のべ 5 台・日派遣（9/6～）】 

   ・北海道開発局より照明車 1 台、散水車を 2 台、Ku-SATⅡを 2 台の計 5 台を派遣（6

日 8:30 時点） 

(10) 気 象 庁の対応 

 ・9 月 6日 05:10、10:30(予定) 記者会見 

・気象庁災害対策本部会議開催 （6日 07：30） 

・JETT（気象庁防災対応支援チーム）を派遣 

（北海道 3名、胆振総合振興局 2名 6 日 08:20 報道発表） 

※TEC-FORCE の内数 

(11) 国土地理院の対応 

  ○測量用航空機くにかぜが被災地に向けて調布飛行場を 8時 30 分離陸予定 

○面的な地殻変動の状況を把握するため、正午に観測される陸域観測衛星 2 号（だいち

2 号）のデータを用いた干渉 SAR 解析を準備中 

(12) 環 境 省の対応 

 【省全体関係】 

 ・大臣官房総務課危機管理室に環境省災害情報連絡室を設置（９月６日 ３:20）。 

・環境省災害対策チームを設置（９月６日８:00）し、チーム会合（第１回：９月６日９:30

～）を開催。 

【災害廃棄物等関係】 

・災害廃棄物対策室から北海道地方環境事務所へ被害情報の収集を指示。（９月６日） 

【動物愛護管理関係】 

・道内の動物愛護管理行政を所管する自治体（４自治体）に対して、以下の確認を要請

特定動物（人に危害を加える恐れのある危険な動物）の逸走の有無 

動物愛護管理センター、保健所等関連施設の被害状況 

避難所等が設置された場合の「人とペットの災害対策ガイドライン」に基づいた各各

種支援やその調整等が必要な場合の相談 

【国立公園関係】 
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 ・国立公園課から北海道地方環境事務所および釧路自然環境事務所へ被害情報の収集

を指示（９月６日８:00～） 

【地方環境事務所関係】 

・北海道地方環境事務所現地災害対策本部を設置（９月６日 ８：25） 

・北海道地方環境事務所現地災害対策本部会合を開催（第１回会議９月６日８：25～）

し、各課から被害状況の報告等を確認。 

６ 地方自治体の対応等 

・北海道 ９月６日 ３時０９分 災害対策本部設置 

 


