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防災委員会の取り組みテーマ

1. 平成23～24年度：北陸地方の災害と防災・減災の全体像・・・平成24年8月公開
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2. 平成25～26年度：北陸地方の大規模災害と教訓・・・・・・・・・・・現在取り組み中

地域 災害名 担当委員 部門 専門 所属

昭和39年新潟地震

平成16年中越地震

平成19年中越沖地震 平野　吉彦 応用理学 地質 ㈱キタック

昭和42年羽越豪雨 村田　佳久 建設 コンクリート構造 ㈱日本サミコン

平成16年豪雨 大塚　直吉 建設 施工計画 ㈱本間組

平成23年豪雨

東北地方 東日本大震災

安政5年飛越地震 藤木　良一 建設 道路構造物 舘下コンサルタンツ㈱

昭和38年豪雪 大門　健一 建設 都市計画 新日本コンサルタント㈱

昭和56年豪雪 一願　稔 建設 道路・河川 ㈱国土開発センター

平成19年能登半島地震 一願　稔 建設 道路・河川 ㈱国土開発センター

平成20年豪雨 今度　充之 建設 道路構造物・トンネル 東京コンサルタンツ㈱

昭和56年豪雪 斉藤　茂 建設 土質及び基礎 中部地質㈱

昭和23年福井地震 中山　伸一 建設 道路 ㈱サンワコン

昭和56年豪雪 川崎　敏明 建設 鋼構造及びコンクリート ㈱帝国コンサルタント

平成16年福井豪雨 今度　充之 建設 道路構造物・トンネル 東京コンサルタンツ㈱

平成23年豪雨年大雪

新潟県

石川県

福井県

富山県



目 次

1. 新潟県の地震発生の仕組み

2. 新潟県の活断層長期評価の現状

3. 日本海ひずみ集中帯プロジェクトの成果
（新潟県の活断層調査の最新情報）

4. 住宅の被害と耐震について

2/47

「新潟は地震がいつ来てもおかしくない！みなさん地震に備えましょう!!」と言
われても・・・ そもそも新潟の地震はどんな仕組みで起きて、今、どんな状況に
あるのか納得できないと、「タンスの転倒防止」やら「防災グッズの準備」などま
じめにやれない。という本音がちらほら聞こえてきます。

そこで、本日は、次のような発表をさせていただきたいと思います。



第1章
新潟県の地震発生の仕組み
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近年、新潟県では「新潟地震」以来、「中越地震」、「中越沖
地震」と大規模な地震が発生している。
では、地震はどのような仕組で発生しているのか？

1964年（昭和39）6月16日
13時1分 新潟地震発生

2004年（平成16）10月23日
17時56分 新潟県中越地震発生

2007年（平成19）7月16日
10時13分 新潟県中越沖地震発生

40年 3年



記録に残されている北陸地方の地震災害の被害範囲

北陸の中でも新潟県は地震
が多い。

北陸地方で発生した被害地
震は「37地震」。このうち、
62％の「23地震」が新潟県で
発生している。

これは、地震発生の仕組み
に関係している。

貞観5（863）年～平成23（2011）年の1149年間
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福井地震
（M7.1)死3728

能登半島地震
(M6.9)死1

新潟地震
(M7.1)死14

中越沖地震
(M6.9)死15

中越地震
(M6.9)死59

各県の地震被害を受けた回数
・新潟県：24回 最大震度7  ・Ｍ6.8（中越地震）
・富山県： 6回 最大震度7  ・Ｍ7.1（飛越地震）
・石川県：15回 最大震度6強・Ｍ6.9（能登半島地震）
・福井県： 7回 最大震度7  ・Ｍ7.1（福井地震）

863～1925年

1968～2011年

〔被害発生の期間〕

1926～1967年

線の太さは死
者行方不明者
数の多少を示
す。

× 震 央



日本周辺で地震の起こる場所 5/47

1993～2006年 M4以上の地震分布 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2009)：日本の地震
活動－被害地震から見た地域別の特徴－第2版. より

内陸・日本海側は活断層。

太平洋側は主に海溝。



現在のプレート と 移動方向

4cm/年

10cm/年

移動量は大竹ほか(2002)資料による
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数ｍｍ/年



日本列島の地表の動き

図は国土地理院
GPS観測によって
得られた、2000～
2010年までの10
年間の水平移動
ベクトル。

日本は、東西から
の圧縮を受けてお
り、そのぶつかる
ところの周辺には
「ひずみ」が蓄積
されている。

国土地理院GPS観測データ
2000年～2010年までの
水平移動ベクトル

国土地理ホームページより
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10cm

東北地方太平洋沖地震前



国土地理院作成 日本列島の圧縮
8/47国土地理ホームページより



38/100主な被害地震（1885年～2011年までの126年間）

内陸と日本海側の活断層型の地
震発生間隔は800年～8000年

地震調査研究推進本部地震調査委員会
（2009)：日本の地震活動－被害地震から
見た地域別の特徴－第2版. に加筆

日本海側のプレート境界は、海溝ではな
く断層帯「日本海東縁断層帯」であり、地
層が東西からの圧縮により褶曲。日本海
沿岸の地震帯になっている。
近年「ＧＰＳ観測」や「地質構造調査」によ
り、「ひずみ集中帯」の存在が明らかに
なってきた。

太平洋側の海溝型の地震発生間隔は数十年～数百年

東北地方太平洋沖地震
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ひずみ集中帯は、「地層が褶曲」し活断層が多くある。

ニュートン2005より
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http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/%7Eearthquake/rep/04/tmb1227/fig1.html


ひずみ集中帯 「中越地震」・「中越沖地震」地域の褶曲

☆

魚沼・灰爪層 ：鮮新世末～更新世（230万～40万年前）

西山層：鮮新世（360万～230万年前）

椎谷層：鮮新世（520万～360万年前）

米山山地 西山期の火山岩類 （安山岩・火砕岩）

地層は頻繁に
褶曲し、「丘陵
は褶曲の背斜
部」になっている。
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北陸地方の活断層の分布

活断層の調査・評価が行われているもの
は地表に現れているもの(北陸地方で
18断層）。分かっていない活断層はまだ
ある。→次頁の震央分布図参照。

日本全国活断層分布図

活断層は全国で約2000。
このうち、地震調査委員会により105の断層
が調査され、結果が公表されている。
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活断層が動くとこうなります！

阪神淡路大震災震源地の活断層 （野島断層保存館ホームページより）

地震を発生させた活断層。右側から乗り上げている。これを逆断層という。
日本の活断層は、大部分が逆断層である。

参考



2001年1月～2005年12月
マグニチュード1.5以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

「ひずみ集中帯」の中に線状に
微小地震が発生している。
このような範囲に震源断層が
存在している可能性が高いと
考えられている。

2004年中越地震震源域(M6.8)
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Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ



2007年1月～2011年12月
マグニチュード1.5以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

線状の微小地震発生域の領
域に「中越沖地震」・「能登半島
地震」・「長野県北部地震」が
発生。

2007年中越沖地震震源域(M6.8)

2007年能登半島地震震源域(M6.9)

2008年岩手宮城内陸地震(M7.2)

2011年長野県北部地震（M6.7)
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Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。



2001年1月～2005年12月
マグニチュード1.5以上の震央分布

（独）防災科学技術研究所
VRMLによる三次元震源分布表示に加筆。

2004年中越地震震源域

中越沖地震・能登半島地震・
長野県北部地震は、微小地震
が少ない範囲に発生したこと
が分かる。地震空白域と指摘
する研究者もいる。

しかし、地震予知の領域までは
達していない。
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Ｈｉ－ｎｅｔ高感度地震観測網のデータ



東北地方太平洋沖地震による地殻変動（国土地理院）
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「長野県北部地震」

2011年3月11日～3月19日まで
の水平移動ベクトル

2011年3月11日の水平移動ベクトル

最大530ｃｍ



10cm

現在の地殻変動 （国土地理院）

まだ完全に元の
変動に戻ってい
ない。

国土地理院GPS観測データ
2012年7月～2013年7月まで
の水平移動ベクトル
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第2章
新潟県の活断層長期評価の現状

地震調査研究推進本部 地震調査委員会による
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活断層が動くとどのくらい揺れるの？
活動する確率は？



長期評価が行われた活断層帯
地震調査研究推進本部 地震調査委員
会では、「平成7年兵庫県南部地震」を契
機として、全国の活断層の調査・長期評
価を行ってきている。

日本全国に存在する約2000の活断層の
中から、現在までにマグニチュード7程度
以上の規模の大きい地震が発生する可
能性が高く、社会的・経済的影響の大き
い活断層を選び105の活断層の調査・評
価結果が公表されている。

新潟県ではこのうち6断
層の結果が公表されて
いる。
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地震調査研究推進本部地震調査委員会（2009)：日本の地震
活動－被害地震から見た地域別の特徴－第2版. より



長期評価された活断層帯（ピンクの線） 20/47



地震ハザードステーション

「全国地震動予測地図」は、地震調査研究推進本部が過去10年間にわたって実施してきた地震ハザード
評価の成果の集大成である。

（独）防災科学技術研究所では、「地震動予測地図」だけでなく、地震活動・震源モデル及び地下構造モ
デル等のデータも公開し、「地震ハザードステーション J-SHIS」として、2005年5月より運用を開始した。

2009年からは、250mメッシュの全国版「確率論的地震動予測地図」、主要断層帯で発生する地震に対す
る詳細な強震動予測に基づく「地震動予測地図」、それら計算に用いた深部地盤モデル、250mメッシュ微
地形分類モデルなどを背景地図と重ね合わせて、分かりやすく提供できるシステムを開発した。
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櫛形山脈断層帯想定震度分布（ケース1）
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村上

阿賀野川河口



震源モデルの見方

地表に投影

断層

23/47



月岡断層帯想定震度分布（ケース1） 24/47

新津丘陵

五頭山地

信濃川河口



長岡平野西縁断層帯想定震度分布（ケース2）
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新津丘陵

角田山



活断層帯 次の活動は？ 26/47

「全国地震動予測地図 手引・解説編2010年版」による。



地震発生確率の受け止める上での参考情報

地震発生確率・地震動超過確率の例と日本の自然災害・事故等の発生確率の例

30年確率の刻み
（0.1%,3%,6%,26%）
については、自
然災害や事故等
の確率と比較す

ると理解しやすい。

「全国地震動予測地図 手引・解説編2010年版」による。

96/100



第3章
日本海ひずみ集中帯プロジェクトの成果
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新潟県の活断層調査の最新成果



活断層と「M6.5以上」の大規模地震の震源域

震源域

活断層

「三条地震」・「新
潟地震」・「中越地
震」・「中越沖地
震」などのM6.5以
上の大きな地震
を起こした活断層
は図中の活断層
ではない。→地表
に断層が表れて
おらず分かってい
なかった。

M6.5以上の
地震の震源域

1964年新潟地震M7.5

1828年三条地震M6.9

2004年中越沖地震M6.8

2004年中越地震M6.8

1802年佐渡小城地震M6.8

1762年佐渡の地震M7.0

1751年高田大地震M7.0

1847年善光寺地震M7.4
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「新潟地震」・「中越地震」・「中越沖地震」を起こした活断層は分かって
いなかった。このため、平成19～24年度に「日本海ひずみ集中帯プロ
ジェク」が実施された。
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地震を起こす断層を探し、地震発生の
メカニズムを探り、強震動予測を行おう
としたもの。
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新潟地域の海域・陸域で大規模な探査を実施

日本海における大規模地震に関する調査検討会資料 2013年1月 から引用。
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「新潟地震」の震源断層が分かった

日本海における大規模地震に関する調査検討会資料 2013年1月 から引用。
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「中越地震」・「中越沖地震」の震源断層の他、
多くの活断層の分布・構造が分かった

日本海における大規模地
震に関する調査検討会資
料 2013年1月 に加筆。

中越地震の震源断層

中越沖地震の震源断層
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長岡平野西縁断層帯 月岡断層帯

越後平野東
縁断層帯

長岡平野西縁断層帯



新たな海底活断層を発見した

日本海における大規模地震に関する調査検討会資料
2013年1月 に加筆。

冨
山
ト
ラ
フ
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新潟地域の
震源断層モデル

これまで以上に大規模地震に対す
る「心構え」と「準備」が必要です。

これまでよりも活断層の構造が明
らかになった。

これまで評価された活断層以外に、
多くの活断層が見つかってきた。

新たに見つかった活断層がいつ動
きだすかは、評価されていない。

日本海における大規模地震に関する調査検討会資料
2013年1月 より引用。

35/47



36/47

中越地震 川口町全壊家屋

第4章
住宅の被害と耐震について

自分で備える地震対策 1

中越地震 川口町倒壊家屋

写真は、筑波大学 境有紀ほか 2004年新潟県中越地震で発生した地震動と建物被害の対応性より引用



4
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1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

新潟県内 1650～2010年（360年間）のM4.5以上の地震

平成昭和時代明治・大正時代江戸時代

・ 1730～1850年の間（江戸時代）はM6.5以上の地震が多かった。大勢の死者が出た。
・ 1960年以降は、M6.5以上の地震が多い。江戸時代よりも死者が少ない（耐震の成果）。

記録に残されている新潟県の被害地震

年

新潟地震（13人）

新潟県中越地震（59人）

新潟県中越沖地震（15人）

善光寺地震（60人）

越後・出羽地震（100人）

三条大地震（1400人）

佐渡小木地震
（19人）

佐渡の地震
(多数）

高田大地震
（2000人）

能登・佐渡の地震
(多数）

越後西部（高田）
の地震（1500人）

冬

M
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（13人）

（不明）
（不明）

（5人）

（0人）

（0人）

（0人）

（0人）

（0人）

越後頸城郡の地震
（不明）

（死者行方不明者数）

1950建築基準法制定 1981建築基準法大改正



建築基準法の変遷

昭和56年以降は、中規模の地
震（震度5強程度）に対しては、
ほとんど損傷を受けず、大規模
地震（震度6強から震度7程度）
に対しては、人命に危害を及ぼ
すような倒壊等の被害を生じな
いことを目標としている。38/47

今から32年前

今から54年前

今から63年前

約50～60年前の家屋

約30～50年前の家屋

1950年

1959年

1971年

1981年



住宅の被害認定基準

この中で、「全壊」は圧死の恐れがある上、補強・補修がきかない。
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2004年中越地震の被害世帯の割合（旧市町村別）

区分は、旧
市町村単位
である。

震度5強以上
の市町村に、
「被害世帯の
割合が81％」
の市町村が
ある。

新潟県耐震改修促進計画 平成19年3月のデータより作成。
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昭和56年建築基準法の大改正以来、新潟県では震度6・7
を受けたことがないので、昭和56年以前の家屋は本当に
危険か、中越地震の被害で検証してみました。



被害世帯80％以上の市町村の
「全壊」家屋の割合

旧川口町、
旧山古志村
で「全壊」家
屋の割合が
40％を超え
た。

旧川口町で
は、昭和56
年以前の家
屋が60％を
占めていた。

建築基準法
を検証したよ
うな被害で
あった。

新潟県耐震改修促進計画 平成19年3月のデータより作成。
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昭和56年以前の家屋は、やっぱり「全壊」する確率
が高そうだ！！



新潟地震での死者の発生原因 新潟地震

発生年月日 1964年6月16日（火）

発生時間 13時01分頃
地震規模 マグニチュード7.7

最大震度 震度5

死者行方不明者(人） 14 

重軽傷者(人） 316 

全壊（棟） 3,277 

半壊（棟） 10,916 

一部損壊（棟） 41,019 

合計（棟） 55,212 

避難所（ヶ所） 30 

避難者数（人） 229,457 

仮設住宅建設戸数（戸）
676

（住宅の応急修理841）

死者数と年齢層の相関は見られない。

地震発生と同時にペシャンコとな
るような倒壊家屋がきわめて少な
かった。また地震発生は「日中」で
あるため避難行動が行われたた
めと考えられる（新潟県：新潟地震
の記録,昭和40年より）。

新潟地震誌 昭和41年 新潟市のデータ他から作成。
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・津波による溺死 3人

・土砂崩れによる家屋倒壊 2人

過去の大震災に比べて死者14人は少
なかった。「奇跡」と評されたこともある。

・全壊家屋は3,227棟に上るが家
屋等の倒壊での死者3人



新潟県中越地震

発生年月日 2004年10月23日（土）

発生時間 17時56分頃
地震規模 マグニチュード6.8

最大震度 震度7

死者行方不明者(人） 68 

重軽傷者(人） 4,795 

全壊（棟） 3,175 

半壊（棟） 13,808 

一部損壊（棟） 103,854 

合計（棟） 120,837 

避難所（ヶ所） 603 

避難者数（人） 103,187 

仮設住宅建設戸数（戸） 3,460戸

新潟県中越地震での死者の発生原因

・全壊家屋は3,175棟に上るが家屋
等の倒壊での死者9人

・土砂崩れによる家屋倒壊・埋没 6人

地震によるショック死16人、地震後の
疲労・ストレス（避難所が主）での死者
29人が多い。とくに60代以上の高齢者。

新潟県防災局危機対策課報道資料 平成21年10月15日データから作成。

43/47

全壊家屋でも倒壊は比較的少なく逃げ
る時間があった。雪国仕様の家屋の特
徴であったと言う文献が複数ある。
地震発生は「夕方」であるため避難行
動が行われたためと考えられる。



新潟県中越沖地震

発生年月日 2007年7月16日（月）

発生時間 10時13分頃

地震規模 マグニチュード6.8

最大震度 震度6

死者行方不明者(人） 15 

重軽傷者(人） 2,316 

全壊（棟） 1,324 

半壊（棟） 5,675 

一部損壊（棟） 35,038 

合計（棟） 42,037 

避難所（ヶ所） 116 

避難者数（人） 12,483 

仮設住宅建設戸数（戸） 1,222戸

新潟県中越沖地震の死者の発生原因者

新潟県防災局危機対策課報道資料 平成25年4月1日データから作成。

・全壊家屋は1,324棟に上るが家屋
等の倒壊での死者9人・・・ただし70歳
代以上の高齢者。

地震後の疲労・ストレス（避難所が主）
での死者3人。特に60代以上の高齢者。
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全壊家屋でも柏崎市の中心市街地の
築50～60年以上と推定される特に古
い木造住宅は倒壊が連続したが、それ
以外の地域は倒壊は少ない。
地震発生は「日中」であるため避難行
動が行われたためと考えられる。



地震に備えて「住宅の耐震化」のまとめ

避難所生活が長引くと疲労やストレスなどにより死者が出ている。とくに高齢
者に多かった。
なるべく早く避難所生活を切り上げる。→ 「一部損壊程度」で済めば家屋を補
修して自宅に帰ることも可能。中越地震では、仮設住宅の他、国・県で応急修
理制度による補助が実施された。

「新潟地震」・「中越地震」・「中越沖地震」は、日中あるいは夕方に発生した
地震であったため、避難行動がとれた。
深夜から明け方に地震が起きた場合は、倒壊しなくとも「全壊」家屋では部材
等が落下し死亡する可能性が高い。

昭和56年以前の住宅は耐震診断・耐震補強を真剣に検討していただきたい。
昭和56年以降の住宅でも耐震診断してみください。（シロアリ・腐れないですか？）

昭和56年以前の家屋で耐震補強できない
場合、とくに高齢者は「防災ベット」などの備
えを検討していただきたい。

家具類の転倒防止もお願いします。中越地震で長岡・小千谷地域の消防本部が
搬送した負傷者は、「家具類の転倒40％」、「本人転倒25％です」。
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新潟市木造住宅耐震改修工事補助事業
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終わります。
ご清聴ありがとうございました。
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