
Ⅶ 水害及び地震に係るＬＰガス等被害状況



Ⅰ 新潟県 福島県豪雨､福井県豪雨について

(1)気象概況

① 平成１６年７月新潟・福島豪雨

７月１２日夜から１３日にかけて、日本海から東北南部に停滞する梅雨前線の活

動が活発化し、新潟・福島の両県で豪雨となった。特に、１３日朝から昼過ぎにか

けて、新潟県の長岡地域、三条地域を中心に激しい雨が降った。１３日の日降水量

は、新潟県栃尾市で４２１ミリに達するなど、長尾地域、三条地域の一帯でこれま

での最大日降水量の記録を上回った。

<総降水量（７月１２日１８時～１３日２４時）>

【新潟県】尾市栃尾４２７ミリ、栃尾市守門岳３６２ミリ、加茂市宮寄上３２４ミリ

長岡市長岡２３３ミリ、三条市三条２１６ミリ

【福島県】只見町只見３３３ミリ

② 平成１６年７月福井豪雨

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに伴い、７月１７日夜から１８

日にかけて、北陸地方と岐阜県で大雨となった。特に、１８日朝から昼前にかけて

福井県で非常に激しい雨が降り、美山町では総降水量が２８５ミリに達し、７月の

月間雨量平年値（２３６．７ミリ）を上回った。梅雨前線の活動は１８日午後には

弱まり、この地方での大雨は終息した。

<総降水量（７月１７日１５時～１８日２４時）>

【福井県】

美山町美山２８５ミリ、池田町板垣２１７ミリ、福井市福井１９８ミリ

【富山県】

立山町立山１６３ミリ

(2) 被害状況

① 人的被害、住家被害等

区分 新潟県 福井県

人的被害 死者 １５人 ４人

行方不明者 １人

負傷者（重傷） ２人 ４人

負傷者（軽傷） １人 １５人

住家被害 全壊 ７０棟 ６６世帯

半壊 ５，３５４棟 １３５世帯

一部破損 ９４棟 ２２９世帯

床上浸水 ２，１７８棟 ４，０５２世帯

床下浸水 ６，１１７棟 ９，６７５世帯

非住家被害 公共施設 その他 ６，９７４棟 １棟（ ）

ＬＰガス住宅被害等 ９５５世帯 ２，９６７世帯

※新潟県庁、福井県庁、社団法人全国エルピーガス卸売協会より
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② ＬＰガス設備被害

ＬＰガス設備 新潟県 福井県

マイコンメータ １０６個 ４０８個

調整器 １６０個

給湯器 ７４個 ２２０個

風呂釜 ４０個

ガスコンロ １１９個

ガス炊飯器 ２３個

ガス警報器 ２４個 －

容器流出 １８本 １３０本

（ ） （ ）１８本回収済 ８４本回収済

バルク貯槽流出 ２基 ０基

（２基回収済）

※全国エルピーガス卸売協会より

※流出容器内訳<新潟県>8kg容器：１本,10kg容器：６本,20kg容器：３本,50kg容

器：8本,200kgバルク貯槽：2基、<福井県>2kg容器：2本,8kg容器：11本,10kg

容器：21本,20kg容器：46本,30kg容器：6本,50kg容器：6本

③ 容器転倒（新潟県）

容器転倒数 ６９７本 <内訳>１０ｋｇ：４本

２０ｋｇ：２７０本

５０ｋｇ：４２３本

(上記容器転倒数６９７本の内）

鎖により流出防止 ４０９本 <内訳>１０ｋｇ：１５７本

５０ｋｇ：２５２本

高圧ﾎｰｽにより流出防止 ２８８本 <内訳>１０ｋｇ： ４本

２０ｋｇ：１１３本

５０ｋｇ：１７１本

(4)活動内容概要

① 新潟県エルピーガス協会

a.対策本部設置、広報等

７月１３日：支部長に被害状況報告依頼

７月１４日：全支部長に応援要請

全会員宛に設備、機器類の被害状況報告依頼と協力要請確認

長岡地区、県央地区全会員宛に浸水した燃焼器等は、点検後に使用す

る旨を通知

７月１５日：対策本部設置

流出容器の保管場所を確保（２地区４ヵ所）
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７月１６日：新潟日報にて浸水した燃焼器等は点検後に使用する旨を広報

７月１７日：地元テレビ５局、ラジオ放送２局等に流出容器及び浸水した燃焼器等

への対応について放送依頼

７月１８～２２日： 災害復興支援及び被害状況調査等

７月２２日： 対策本部解散

b.流出容器

流出容器に対しては、新潟県エルピーガス協会が中心となり回収し、販売店が判

明するものについては、販売店に返却。販売店等が不明の容器については、協会で

廃棄処分。

② 福井県エルピーガス協会

a.対策本部設置、広報等

７月１８日：支部長宛にボンベ流出に対する注意喚起と被害状況報告

７月２０日：対策本部設置

７月２１日：福井新聞にて浸水した燃焼器等は点検後に使用する旨を広報

７月２４日～２５日：点検調査開始

（点検調査体制：卸・系列により実施、他の応援は断ったとのこと）

８月 ５日：不明容器等による二次災害防止に関する要望書を福井県災害対策本部

に提出

b.流出容器

流出容器に対しては、福井県エルピーガス協会が中心となり回収し、販売店が判

明するものについては、販売店に返却。販売店等が不明の容器については、協会で

廃棄処分。なお、流出容器に対しては全て廃棄処分する方針とのこと。

(5)ＬＰガス供給設備等に対する水害対策

① ＬＰガス設備（ハード）対策

a.ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（ＫＨＫ Ｓ ０７３８）の遵守

b.ＬＰガス地震対策マニュアル（ＬＰガス設備の耐震強化対策）の遵守

（特に容器転倒防止策等として下記措置が望ましい）

・鎖の２本掛け（容器底部から高さ容器高さの１／４と３／４の位置に鎖掛け）

・容器設置台を堅固に製作すること（ブロックを置いたのみの容器設置台では、容

器が転倒している）

・鎖止め金具及び供給管・配管の適切な固定

・ガス放出防止型高圧ホース等の設置

c.供給設備・消費設備の冠水防止

・マイコンメータ、調整器、給湯器等を冠水しないように可能な範囲で上方に設置
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(2)体制整備等（ソフト対策）

①連絡体制・協力体制・情報収集体制の整備（ＬＰガス地震対策マニュアルを参照）

②浸水の危険性地域へのハード対策の実行

③消費者への周知

（平常時）

・水害発生時の対応（容器バルブの閉止等）

・冠水した供給設備・消費設備の点検前使用の禁止

・ガス漏れ発生時等の対応

（水害時）

・水害発生時の対応（容器バルブの閉止等 、冠水した供給設備・消費設備の点検前）

使用の禁止等を広報車、新聞、テレビ、ラジオ、ホームページ等を用いて実施

④都道府県・警察・消防等との事前協議（緊急車輌、広報等）

⑤広報文書の準備、テレビ局・ラジオ局との放送協定
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Ⅱ．新潟県中越地震について

(1) 地震の概要（気象庁速報値 震度６弱以上）

① 発生日時：平成１６年１０月２３日１７時５６分頃

a. 震央地名：新潟県中越地方（北緯37度17分、東経138度52分）

b. 震源の深さ：１３㎞

c. 規模マグニチュード：６．８

d. 各地の震度（震度５弱以上）

震度７ 新潟県：川口町

震度６強 新潟県：小千谷市、山古志村、小国町

震度６弱 新潟県：長岡市、十日町市、栃尾市、越路町、三島町、

堀之内町（現・魚沼市 、広神村（現・魚沼市 ）） 、

守門村（現・魚沼市 、入広瀬村（現・魚沼市 ）） 、

川西町、中里村、刈羽村

震度５強 新潟県：安塚町（現・上越市 、松代町、松之山町、見附市、）

中之島町、与板町、和島村、出雲崎町、

小出町（現・魚沼市 、塩沢町六日町（現・南魚沼市））

大和町（現・南魚沼市 、津南町）

震度５弱 新潟県：上越市、浦川原村（現・上越市 、牧村（現・上越市 ）） 、

柿崎町（現・上越市 、頸城村（現・上越市 、） ）

吉川町（現・上越市 、三和村（現・上越市 、三条市、） ）

柏崎市、加茂市、栄町、湯之谷村（現・魚沼市 、）

広神村（現・魚沼市 、高柳町、西山町、燕市、弥彦村、）

分水町、吉田町、巻町、月潟村、中之口村

福島県：只見町、西会津町、柳津町

群馬県：片品村、高崎市、北橘村

埼玉県：久喜市

長野県：三水村

② 発生日時：平成１６年１０月２３日１８時１１分頃

a. 震央地名：新潟県中越地方（北緯37度15分、東経138度50分）

b. 震源の深さ：１２㎞

c. 規模マグニチュード：６．０

d. 各地の震度（震度５弱以上）

震度６強 新潟県：小千谷市

震度６弱 新潟県：越路町、小国町

震度５弱 新潟県：長岡市、栃尾市、中之島町、与板町、和島村、出雲崎町、

（ ）、 （ 、）、 、堀之内町 現・魚沼市 広神村 現・魚沼市 川西町

西山町
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③ 発生日時平成１６年１０月２３日１８時３４分頃

a. 震央地名：新潟県中越地方（北緯37度18分、東経138度56分）

b. 震源の深さ：１４㎞

c. 規模マグニチュード：６．５

d. 各地の震度（震度５弱以上）

震度６強 新潟県：十日町市、川口町、小国町

震度６弱 新潟県：安塚町（現・上越市 、松代町、小千谷市、堀之内町（現）

・魚沼市 、広神村（現・魚沼市 、入広瀬村（現・魚沼） ）

）、 （ ）、 （ ）、市 六日町 現・南魚沼市 大和町 現・南魚沼市

川西町、中里村

震度５強 新潟県：上越市、浦川原村（現・上越市 、牧村（現・上越市 、） ）

（ ）、 、 、 、 、三和村 現・上越市 長岡市 越路町 三島町 与板町

和島村、出雲崎町、小出町（現・魚沼市 、湯之谷村（現）

・魚沼市 、守門村（現・魚沼市 、塩沢町、高柳町、西） ）

山町

震度５弱 新潟県：上越市、松之山町、大島村（現・上越市 、柿崎町（現・）

）、 （ ）、 （ ）、上越市 頸城村 現・上越市 吉川町 現・上越市

板倉町（現・上越市 、清里村（現・上越市 、柏崎市、） ）

見附市、栃尾市、栄町、中之島町、津南町

群馬県：片品村、北橘村、白沢村、昭和村

④ 発生日時：平成１６年１０月２３日１９時４５分頃

a. 震央地名：新潟県中越地方（北緯37度18分、東経138度53分）

b. 震源の深さ：１２㎞

c. 規模マグニチュード：５．７

d. 各地の震度（震度５弱以上）

震度６強 新潟県：小千谷市

震度５強 新潟県：小国町

震度５弱 新潟県：越路町、堀之内町（現・魚沼市）

⑤ 発生日時：平成１６年１０月２７日１０時４０分頃

a. 震央地名：新潟県中越地方（北緯37度17分、東経139度02分）

b. 震源の深さ：１２㎞

c. 規模マグニチュード：６．１
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d. 各地の震度（震度５弱以上）

震度６強 新潟県：広神村（現・魚沼市 、守門村（現・魚沼市 、入広瀬村） ）

（現・魚沼市）

震度５強 新潟県：長岡市、小千谷市、栃尾市、越路町、三島町、堀之内町

（現・魚沼市 、小出町（現・魚沼市 、湯之谷村（現・） ）

魚沼市 、六日町（現・南魚沼市 、小国町） ）

、 （ ）、 、 、 、震度５弱 新潟県：上越市 安塚町 現・上越市 見附市 栄町 中之島町

与板町、和島村、出雲崎町、大和町（現・南魚沼市 、刈）

羽村、燕市

福島県：只見町

群馬県：沼田市、北橘村

(2)被害状況

① 人的被害、住家被害等

区分 新潟県 長野県 埼玉県 福島県 群馬県

人的被害 死者 46人

行方不明者

負傷者 重傷 626人 1人（ ）

負傷者 軽傷 4,165人 2人 1人 6人（ ）

住家被害 全壊 2,827棟

半壊 12,746棟

一部破損 100,453棟 1棟 1,055棟

建物火災 9件

※新潟県の住家被害には、一部未確認の非住家分を含む

② ライフライン被害状況

地震被害地域総世帯数

a.ＬＰガス

避難場所設置市町村におけるＬＰガス世帯数、ＬＰガス事業所数

ＬＰガス世帯数 約８５，０００戸

ＬＰガス事業所数 ６５９所

※ＬＰガス世帯の内、９０％がメータ遮断により供給停止した。

※ＬＰガスの二次災害無し

b.都市ガス

都市ガス供給停止 約５６，０００戸

c.電気

電力供給停止 約３０，９０００戸

d.水道

水道供給停止 １２９，７５０戸
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(3)避難指示・避難勧告等

① 避難指示・避難勧告世帯数等

避難指示 避難勧告 避難指示・勧告継続中

世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数

1,024 3,231 18,723 61,663 1,309 4,248

※３月２２日現在 避難所への避難者はなし

② 避難者数の最大値 １０３，１７８人（１０月２６日）

(4)仮設住宅

市町村名 ＬＰガス供給戸数 都市ガス供給戸数 戸数合計

（戸） （戸） （戸）

長岡市 ５８８ ８８４ １，４７２

栃尾市 １０５ ０ １０５

小千谷市 ８７０ ０ ８７０

川口町 ８４ ３２８ ４１２

越路町 １１４ ０ １１４

柏崎市 １７ ２７ ４４

刈羽村 ３９ ０ ３９

小国町 １１８ ０ １１８

十日町 １３８ ０ １３８

川西町 １５ ０ １５

広神村 ３０ ０ ３０

見附市 ６１ ４２ １０３

合 計 ２，１７９ １，２８１ ３，４６０

(5)ライフライン復旧状況

①ＬＰガス：１１月１０日復旧（要点検戸数：２４，３７２戸）

②都市ガス：１２月１５日復旧

③電気 ：１１月 ４日復旧

④水道 ：１２月 ４日復旧

(6)活動内容概要（新潟県エルピーガス協会）

１０月２３日：支部長に被害状況報告依頼

※支部長等から被害状況の連絡有り

１０月２４日：報道機関に２次災害防止のための報道依頼

災害対策本部設置

支部長を通じて会員に、保安確保に努める内容を依頼

避難所にＬＰガス使用上の注意の掲示依頼

１０月２５日：新潟県及び新潟県建設業協会に復旧作業の際、ＬＰガス容器を

損傷させないように依頼。また、ＬＰガス容器を破損させた場合及
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びガス漏れがある場合の対処方法についても連絡

１０月２７日：液化石油ガス保安課及び全国卸売協会と避難所（炊き出し用）及び

仮設住宅におけるＬＰガス供給について協議

１０月２８日：卸協県支部役員会を開催し、避難所へのＬＰガス供給策等について

協議

被害状況調査票郵送

栃尾市、見附市の避難所にＬＰガス機器を設置し、ＬＰガス供給

※この後、各避難所にＬＰガス供給

１０月２９日：災害救助法適用２０市町村に「避難所でのＬＰガス供給への協力に

ついて」を周知

１０月３０日：地元報道各社に「避難所でのＬＰガス供給への協力について」を報

道依頼

新潟県警察本部に緊急通行証の発行依頼

１１月 ２日：自衛隊にＬＰガス供給（長岡市）

１１月 ５日：長岡市、山古志村に復旧工事の際の事故防止について協力要請し、

注意伝達文を送付

１１月１１日：新潟県庁記者クラブでＬＰガスの復旧について報道依頼

１１月１２日：ＬＰガス容器の一時預かり所を設置

国、県、関係市町村に災害復旧工事における容器の取扱い注意につ

いて協力依頼

１１月１６日：会員に山古志村等におけるＬＰガス関連施設の安全確認の実施依頼

１１月２０日：全卸新潟県中越支会員により山古志村、長岡市、小千谷市のプロパ

ンガス容器の保安点検、回収作業を実施開始。当該作業は、１２月

上旬まで実施

１２月１８日：仮設住宅のＬＰガス関連工事終了

２月 ２日：会員に「豪雪に伴う仮設住宅のＬＰガス関連施設の保安点検の徹底

について」を依頼

－105－



－106－



－107－



－108－



－109－



－110－



－111－



－112－



－113－



－114－



－115－



－116－



－117－



－118－



－119－



－120－




