紀伊半島沖を震源とする地震（第６報）
平成１６年９月６日１７時００分
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地震の概要及び被害の状況

(1)地震の概要（速報値・気象庁調）
① 発生日時
平成１６年９月５日１９時０７分頃
② 震央地名
紀伊半島沖（北緯３３．２度、東経１３６．９度）
③ 震源の深さ 約１０ｋｍ
④ 規
模 マグニチュード６．９
⑤ 各地の震度 （震度４以上）
震度５弱 ：奈良県： 下北山村
和歌山県：新宮市
震度４
：岐阜県： 山県市
愛知県： 渥美町、美浜町、名古屋市、西尾市
三重県： 香良洲町、海山町、松阪市、鵜殿村、紀宝町、久居市、
鈴鹿市、津市、玉城町、二見町、大山田村、熊野市、
紀伊長島町、紀和町
滋賀県： 中主町、彦根市、近江八幡市、
京都府： 八幡市、長岡京市、大山崎町、
大阪府： 大東市、八尾市、四条畷市、岸和田市、忠岡町、泉佐野市、
東大阪市、堺市、貝塚市、和泉市、泉南市、阪南市、
美原町、寝屋川市、箕面市、柏原市、泉大津市、富田林市、
大阪狭山市、太子町、大阪市、門真市、摂津市、松原市、
藤井寺市、田尻町
奈良県： 田原本町、大宇陀町、高取町、吉野町、桜井市、黒滝村、
天理市、都祁村、新庄町、広陵町、菟田野町、榛原町、
川上村、東吉野村、川西町、三宅町、大淀町、
和歌山県：川辺町、那賀町、南部川村、本宮町、中辺路町、古座川町、
熊野川町、南部町、串本町、御坊市、粉川町、かつらぎ町、
印南町、上富田町、海南市、桃山町、高野口町、美浜町、
白浜町
⑥ 津

波

１９時１４分 三重県南部、和歌山県に津波注意報発表
２０時１６分 上記に加え伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、
愛知県外海、徳島県、高知県に津波注意報発表
２１時１５分 上記すべての津波注意報解除
「現在のところ津波による被害なし」

(2)人的・物的被害状況
①人的被害 京都府 ：京都市において８９歳女性が自宅で転倒し後頭部を打撲し軽傷
京都市において９４歳男性が時計の落下により左手甲部を打撲し軽
傷
大阪府 ：大阪市において４２歳女性、避難の際足の爪をはがしたもの
堺市において２６歳女性階段で転倒し左足甲を骨折
堺市において８３歳女性転倒により顔面挫傷
和歌山県：７４歳女性風呂場で転倒し軽傷
②物的被害 和歌山県：本宮町大津荷において車のフロントガラスが破損
③その他の被害
和歌山県：本宮町にて水道管が破裂
（3）避難の状況
三重県 ：自主避難・・・磯部町（４０名）、志摩町（２名）海山町（４名）
尾鷲市（４５名）、熊野市（４名）

２

３

地方公共団体における災害対策本部等の設置状況
岐阜県 ： １９時０７分 地震被害情報収集第２体制 → ２１時４５分解除
愛知県 ： １９時０７分 地震による第１次非常配備体制 → ２１時００分解除
２０時１６分 愛知県外海津波注意報による第１次非常配備体制
→ ２１時１６分解除
三重県 ： １９時０７分 準備体制（豪雨のための警戒体制に引き続き設置）
→ 引き続き東海道沖地震の体制に移行
滋賀県 ： １９時０７分 警戒２号体制 引き続き東海道沖地震の体制に移行
京都府 ： １９時０７分 情報収集体制 → ２１時００分解除
大阪府 ： １９時０７分 非常１号配備体制 → ２２時４５分解除
奈良県 ： １９時０７分 地震災害警戒体制 → 引き続き東海道沖地震の体制に移行
和歌山県： １９時０７分 配備体制２号 → 引き続き東海道沖地震の体制に移行
消防庁の対応
１９時０７分地震発生と同時に災害対策室を設置。
(1)都道府県への対応
震度４以上を記録した岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和
歌山県に対し適切な対応及び被害報告について要請の問い合わせをした。
また、津波予報が発令された県に対し津波警戒連絡を送付した。
これらの状況は以下のとおりである。
５日１９時１０分 岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、
和歌山県、に対し適切な対応及び被害報告について要請
１９時１５分 三重県、和歌山県に対し津波警戒連絡を送信し警戒を呼びかけ
た。
１９時４４分 京都府から第１報受領
「現在のところ被害なし」
１９時２２分 愛知県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
１９時５５分 三重県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２０時１８分 東京都、静岡県、愛知県、徳島県、高知県、に対し津波警戒連絡
を送信し警戒を呼びかけた。
２０時３２分 奈良県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２０時３５分 滋賀県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２０時５２分 岐阜県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２０時２６分 大阪府から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２１時０３分 京都府から確定報受領
「人的被害発生、軽傷者２名」
２１時２９分 和歌山県から第１報受領
「現在のところ被害なし」
２１時４５分 愛知県から最終報受領
「被害なし」
２１時５６分 岐阜県から最終報受領
「被害なし」
２３時０３分 三重県より最終報受領
「本宮町にて水道管が破裂」
６日 ３時４４分 奈良県より最終報受領
「被害なし」
３時３３分 滋賀県より最終報受領
「被害なし」

(2)

消防本部への対応
震度４以上を記録した各消防本部に直接、被害情報の問い合わせをした。その状況は以
下のとおりである。
５日
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山県市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
中吉野広域消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況
を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
吉野広域行政事務組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
新宮市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
田辺市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
京都市消防局に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「軽症２名 ８９歳女性自宅で転倒後頭部打撲
９４歳男性時計落下左手甲打撲」
大阪市消防局に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
堺市高石市消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況
を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
本宮町消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「落石と水道管の破裂がある模様」
山辺広域行政事務組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
東大阪市消防局に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「地震に伴う救急要請あり」
枚方寝屋川消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況
を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
那賀郡消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確
認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
八尾市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
伊都消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
中和広域消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を
確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被
害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
岸和田市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
桜井市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
三重紀北消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を
確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
伊勢市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
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熊野市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
泉大津市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
香芝・広陵消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況
を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
泉佐野市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
宇陀広域消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を
確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
御坊市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
久居地区広域消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「嬉野町で崖崩れが１件発生しているもよう」
松阪地区広域消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
日高広域消防事務組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
西葛城消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確
認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
貝塚市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
摂津市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
海南市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
八幡市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
鈴鹿市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
大東市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
乙訓消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
伊賀北部消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を
確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
富田林市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「EV閉じこめ事故あり女性１名救出済み」
泉南市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
古座川消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確
認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
四条畷市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
串本町消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
忠岡町消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
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大阪狭山市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
松原市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
白浜町消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
三原町消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
守口市門真市消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状
況を確認
「EV閉じこめ事故あり女性１名救出済み」
阪南岬消防組合消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確
認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
箕面市消防本部に対し１１９番通報及び被害状況を確認
「現在のところ１１９番通報の情報なし」
大阪市消防局において、EV閉じこめ事故３件あり２０時３６分
男性４名を救出完了

