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千葉県北西部を震源とする地震について（第 4 報）
※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１ 地震の概要
（1）発生日時 令和 3 年 10 月 7 日 22:41
（2）震源地(震源の深さ)及び地震の規模
・震源地：千葉県北西部（北緯 35 度 35.4 分、東経 140 度 06.2 分）
・震源の深さ: 75km（暫定値）
・地震の規模（マグニチュード）
：5.9（暫定値）
（3）各地の震度(震度５弱以上)
・震度５強 東京都 足立区
埼玉県 川口市、宮代町
・震度５弱 東京都 大田区、町田市
埼玉県 さいたま市緑区、草加市、加須市、鴻巣市、蕨市、
久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市
千葉県 千葉市中央区、船橋市、松戸市、流山市
神奈川県 横浜市（鶴見区、神奈川区、中区、港北区、緑区）
、
川崎市川崎区
（4）津波：この地震による津波被害の心配は無し。
(5) 地震活動の状況
・10 月 8 日 04 時 00 分現在、震度１以上を観測した地震が２回発生
（震度５強：１回、震度１：１回）
２

体制等
・非常体制：本省、気象庁、国土地理院、国総研、関東地整、関東運輸局
・注意体制：東北地整、北陸地整、中部地整、中部運輸局、九州地整

３

人的被害：確認中

４ 国土交通省関連情報
（1）道路（10/8 5:30 時点）
○高速道路
・被災による通行止め：なし
① E83 第三京浜道路（玉川 IC～終点）※通行止め解除
② E83 横浜新道（保土ヶ谷 IC～新保土ヶ谷 IC）※通行止め解除
③ E1 東名高速（厚木 IC～伊勢原 JCT）※通行止め解除
④首都高 東京２３区内※通行止め解除
○有料道路
・被災による通行止め：なし
○直轄国道
・被災による通行止め：なし
○補助国道
・被災による通行止め：なし
○都道府県道等
・被災による通行止め： なし
（2）鉄道（10/8 5:00 時点）
＜施設被害＞
① 東京都交通局
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・日暮里舎人ライナーの舎人～舎人公園間の下り列車で脱輪が発生。３
名負傷。
＜運転見合わせ＞
① JR 東日本
【在来線】
・京浜東北線、湘南新宿ライン、東海道線、東海道貨物線、横須賀線、常磐線、武蔵野線、京葉線、
横浜線、総武線、南武線、鶴見線
② 東京都交通局
・日暮里・舎人ライナー
③ 小湊鉄道
・小湊鉄道線（五井～光風台、上総牛久～上総中野）
＜長時間運転を見合わせた主な路線の運転再開状況等＞
JR 東海 東海道新幹線 1:10 頃運転再開、1:48 頃まで運行継続
JR 東日本 東北新幹線 23:40 頃運転再開
JR 東日本 上越新幹線 0:00 頃運転再開
JR 東日本 北陸新幹線 0:00 頃運転再開
JR 東日本 山手線 0:25 頃運転再開、中央線 0:20 頃運転再開
東武鉄道
2:29 頃運転再開、3:00 頃まで運行継続
東京地下鉄 日比谷線 0:55 頃運転再開、2:10 頃まで運行継続
東西線
0:41 頃運転再開、2:55 頃まで運行継続
京成電鉄
2:00 頃運転再開、3:40 頃まで運行継続
北総鉄道
0:50 頃運転再開、3:40 頃まで運行継続

等

＜新幹線利用客に対する列車ホテルの実施状況＞
JR 東海 東海道新幹線 東京駅、名古屋駅
JR 東日本 東北・上越・北陸新幹線 東京駅

（3）航空（10/8 5:00 時点）
●（震度５弱）羽田空港 ※滑走等施設異常なし「滑走路 4 本運用中」
※運航に影響のある施設設被害等なし
●（震度４）百里空港
※施設設被害等なし
●（震度３）成田空港
※施設設被害等なし
●その他
・注意喚起ノータムの発出
（4）自動車（10/8 5:00 時点）
・自動車道
1 事業者において入り口を閉鎖し通行止め（10/8 2:35 通行止め解除）
・帰宅困難者への対応
自動車局から全国ハイヤー・タクシー連合会に指示して以下を実施。
1 都３県（東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県）のタクシー事業者に
おいて、主要ターミナル駅に可能な限りタクシー車両を配車するよう
措置。
（5）港湾(10/8 5:00 時点)
●現時点で被害情報無し（※早朝より詳細な施設点検を実施予定）
●現時点で港湾利用への影響について支障情報無し
●(一社)日本埋立浚渫協会との連絡体制構築
●川崎港(東扇島地区)及び堺泉北港(堺 2 区)の両基幹的広域防災拠点にお
いて、災害対策用資機材等の輸送体制を確保。
（6）河川（10/8 5:00 時点）
●以下の河川について点検中。現時点で被害情報なし。
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【国管理河川：４水系２１河川】 ※一次点検終了異常なし
・利根川水系江戸川、中川、綾瀬川、渡良瀬川ほか放水路・導水路等含めて１５河川
・荒川水系荒川
・多摩川水系多摩川
・鶴見川水系鶴見川、鳥山川、矢上川、早渕川の４河川
【都道府県管理河川：１９水系１０５河川】
・東京都：４水系１８河川
・埼玉県：２水系３９河川 ※一次点検終了異常なし
・千葉県：７水系２２河川
・神奈川県：６水系２６河川
（7）ダム（10/8 5:00 時点）
＜管理ダム＞
●以下の点検対象２ダムについて点検中。現時点で被害情報なし。
【直轄・水機構ダム】
：１施設
震度５弱：武蔵水路（鴻巣地点） ※一次点検終了異常なし
【補助ダム】
：１施設
震度５弱：権現堂調節池（埼玉県）※一次点検終了異常なし
【利水ダム】
：点検対象施設なし
（8）砂防（10/8 5:30 時点）
●土砂災害発生状況 現時点では発生情報なし
●点検対象施設数
直轄:点検対象施設なし
補助：埼玉県:点検対象施設なし
東京都:点検対象施設なし
千葉県:急傾斜 16 箇所。10/8 3 時点検終了 異常なし。
神奈川県:急傾斜 92 箇所。10/8 朝から点検開始。
●土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げた暫定基準による運用を、震度５強を観測した埼玉県川口市で
開始（10 月 8 日 3:00）。
（9）下水道（10/8 5:30 時点）
震度 5 弱以上が観測された東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県にある処理場・ポンプ場の被害報告な
し。
（10）住宅・建築物
エレベーター閉じ込めについて、被害状況確認中。
（11）海岸・海事・観光・物流
現時点で、被害情報なし
５ 国土交通省の対応状況
（1）災害対策本部会議等
○大臣指示（10/7 22:43）
○第１回国土交通省特定災害対策本部会議（10/8 1:00）
（2）TEC-FORCE 等
○リエゾン 5 名（東京都 3、埼玉県 1、川口市 1）
※東京都足立区 1 名、埼玉県宮代町 1 名は本部閉鎖により、帰還。
JETT 2 名（東京都）
○防災ヘリコプターによる広域被災状況調査
10／8 7:00 飛行予定 関東地方整備局管内調査
（3）ホットライン構築状況
○震度５弱以上の関東 2 区 19 市町とホットラインを構築
東京都
足立区、大田区、町田市、
埼玉県
川口市、宮代町、さいたま市、加須市、鴻巣市、草加市、
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蕨市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市
千葉県
千葉市、船橋市、松戸市、流山市
神奈川県 横浜市、川崎市
（4）海上保安庁の対応状況（10/8 4:00 時点）
○対応体制等
海上保安庁地震災害対策本部設置
第三管区海上保安本部地震災害対策本部設置
○投入勢力等
１）巡視船艇・航空機（投入勢力）
①巡視船艇 三管区船艇即応待機中
②航空機
待機中２機（回転翼１機、固定翼１機）
２）人員
①特殊救難隊 ５名
②機動防除隊 ２名
３）リエゾン
東京都庁 ２名
○航行警報等の発出状況
三管区地域航行警報、海の安全情報、NAVTEX 航行警報、日本航行警報
○被害状況等
現時点で被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室
代

表：０３－５２５３－８１１１

直

通：０３－５２５３－８４６１
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小林
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