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１．被害状況 

1.1 浅河原調整池  

［中央大(11/1-2 調査) #1］ 

十日町市 JR信濃川発電所浅河原調整池アースダム被災 (Earthdam, Asagawara, Tokamachi-shi) 
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［日本技術開発(株) (10/27-29 調査) #3］ 

 
停電で一時水門が動かなくなった浅河原調整池。水は抜いてあった。 

 
池側に滑りかけた堰堤。 

 
調整池脇の県道 49号の歩道。池側に滑っている。 
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1.2 山本調整池 

［京都大・名古屋大(11/2 調査) #2］ 

 
放水路上の建物 
手前側の壁が前面にせり出して
いる 

貯水池前の外周道路の変状 
アスファルトの塊は道路中心部で
めくれたものを道路脇に置いたも
の 

上部貯水池から下の発電所を見
たところ。盛土にクラックが見ら
れる 

 

 対岸の信濃川右岸の河岸段丘の崩
落 

 

 
貯水池の擁壁のコンクリートの
崩壊 

危険との判断で貯水池の水は完全
に抜かれた 

 

 
貯水池の一番放水路よりの部分 
盛土部はほぼ全域で沈下した 

盛土部の沈下により建物入口に
は大きなギャップが出来ている 
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 盛土部沈下により手すりも変形 橋梁部と盛土部とのギャップ 

 
貯水池周辺の盛土地盤に出来た
クラック。貯水池への変形によ
り発生 

  

 

貯水池敷地内の盛土変状 盛土斜面の変状によりその上部の
建物は完全に傾いている 

 

 
貯水池対岸の盛土にも水平クラ
ックが見られる 

 貯水池から見た信濃川左岸の河
岸段丘 
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 放水路を挟んで反対側でも盛土
部の沈下が見られる 

 

盛土部の全体的な沈下により，フ
ェンスは破損している 

 

 

 貯水池堤防に見られる水平クラッ
ク 

 

 
天端にもクラックが発生してい
る 
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［日本技術開発(株) (10/27-29 調査) #3］ 

 

 
調整池。水は抜かれていた。堤体に大きな被害はなかった模様。 

 
調整池横の建物。 
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70cmほど地盤が沈下している。 

 
建物横の擁壁も 25cmほど信濃川の方向に動いていた。 
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1.3 小千谷発電所周辺 

［中央大(11/1-2 調査) #1］ 

小千谷市山本 山辺橋梁アバット部地盤沈下 (Yamamoto, Ojiya-shi) 

 

 
［京都大・名古屋大(11/2 調査) #2］ 

 JR東日本 信濃川発電所内 盛土斜面の被害 

 
国道 117号線の盛土が一部変状し
ている 

 
下側の発電所用地内の盛土にもす
べりの跡と見られるクラックが見
られる 

道路に近い盛土上部には大きな
クラックが見られる 

 

クラックの拡大 

 
国道 117号線より上の斜面 
崩落した跡がある 

盛土中腹のすべりによるはらみ
だし部 

  

盛土中腹のはらみ出しを下から
見たところ 
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吹きつけコンクリートに見られる
クラック 

 

  

 
道路法肩部の変状にともなう沈下
により変形した柵 
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［日本技術開発(株) (10/27-29 調査) #3］ 

 
JR信濃川発電所。手前の桁が赤い橋は山辺橋。奥の信濃川を渡る橋は未供用。 

 
JR信濃川発電所 

 
がいしが転倒している。 
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山辺橋と調整池からの送水管。5本の送水管のうち真ん中を除く 4本が漏水していた。 

 
送水管の漏水。 
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山辺橋歩道(昔は車道だと思われる)にできた段差。 

 
山辺橋は耐震補強工事の最中に地震に襲われたようだ。 

 
山辺橋の支承は損傷していない模様 
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大きな段差。28日朝時点では 1車線分段差がすりつけられていた。 

 
28日夕方には既に 2車線分の大量の砂が埋められていた。 

 
発電所付近一帯で斜面が崩壊し、道路の亀裂も至る所で見られる。 
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[国道 117 号小千谷市山本 JR 信濃川発電所前 土木研究所#10] 
JR 信濃川発電所内の法面が一部崩壊したために道路部に陥没・段差が生じた。盛土高さは

約 20m で、中間部には小段が設けられているとともに、法面には法型枠が設置されていた。

道路路面では約 20cm の沈下が発生していたが、法型枠により変形が抑制されたと考えられ

る。また、山側には高さ約 5m のコンクリート擁壁が設置されているが、擁壁には大きな損

傷はなかったが、擁壁上部の吹付けモルタルは一部が剥離するとともに、浮上がった状態

となっていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
河川側の法面保護の変状 

 
山側のコンクリート擁壁に変状はないが、 
吹付けコンクリートは一部が剥離や浮上が 
りが確認できる 

法型枠の変状 
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２．関連情報 

［国土交通省災害情報 10/27 17:30 #4］ 

○浅河原調整池（ＪＲ東日本，河道外貯留施設） 
・堤体にひび割れ確認。浅河原地区４世帯に出された避難指示は２５日（月）８時に解除。現在、貯

水量はなし。２５日に専門家による現地調査を実施。 
 
○新山本調整池（ＪＲ東日本，河道外貯留施設） 
・堤体にひび割れ確認。現在、貯水量はなし。２６日に専門家による現地調査を実施予定。 

 
○山本調整池（ＪＲ東日本，河道外貯留施設） 
・調整池堰堤から濁りのある漏水を確認。現在、貯水量はなし。２６日に専門家による現地調査を実

施予定。 
 

○余震による点検 
・浅河原調整池、新山本調整池、山本調整池（JR東日本、河道外貯留施設）は１次点検の結果では 
被災状況は拡大していない模様。 

 
 
［国土交通省北陸地方整備局 11/10 16:00 #5］ 

○発用等の利水用の管理ダム等 
河川にある４７ダム、河川以外にある３調整池について、４４ダムの安全を確認の報告を受けた。 
３ダム（川西ダム・長福寺ダム・坪山ダム）：いずれも新潟県農地部管理及び３調整池浅（河原調整

池・山本調整池・山本第二調整池）：いずれも東日本旅客鉄道㈱管理）は、堤体の一部に変状等が確認

されたため、１０月２５日及び２６日に現地において、国土交通省国土技術政策総合研究所等の専門家

から被害程度の判定及び対策に関する指導を得た。 
上記の３ダムは地震発生前から貯水池は空虚であり、３調整池は１０月２４日から貯水した水を抜き

２５日１９時までに空虚とした。 
また震度４以上の余震がダムの所在市町村で発生した場合は速やかに点検を実施しダムの、安全を確

認している。 
変状等が確認された３調整池については、１０月２９日信濃川河川事務所長から、調整池管理者の東

日本旅客鉄道㈱に、損傷した工作物の安全が確認されるまで取水を停止する旨指示した。 
変状等が確認された３ダムについては、１１月９日信濃川河川事務所長から、ダム管理者の新潟県に、

損傷した工作物の安全が確認されるまで取水及びダムへの流水の貯留を停止する旨指示した。 
 
 
［とある掲示板より #6］ 

2004/10/31 03:23 Ｋｅｎ＠呉 
こんちは～。 
中越地震に関する投稿で発電用ダムに亀裂が入っているとラジオから放送されたのを夢うつつで聞い

た件は残念ながら本当でした。 
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ＪＲ東日本が発電用ダムとして使っている浅河原調整池の提体だそうで地震発生時に亀裂が入った上

に停電の為ゲート操作が出来なくなって下流域に避難命令が出た事までは確認出来ました。 
この内容は当日の深夜に半分頭が寝ていたので記憶が曖昧な部分もあり書き込む事はしませんでした

が、ＪＲ東日本のサイトで調べても出ていなかったしなぁ・・・ 
下流の地域に避難指示が出ているにも拘わらずマスメディアは NHK ラジオの災害時放送以外は(私が
見聞きした範囲では)採り上げられていない状況なんですよね。 
ゲート操作が可能になったのか？避難解除になったのか？ 
その後の情報が掴めませんが、人知れず表に出ない部分で関係されている方々の尽力が実を結んだので

しょうか？ 
決壊に至っていないのが幸いです。 
 
 
［口コミ情報］ 

ＪＲ東日本が浅河原調整池の補修のための検討委員会を立ち上げた。11月13日に現地調査を実施した
模様。 

■委員長 
     東工大・大町教授 

■委 員 
   東京理科大・龍岡教授、 
   ダムセンター・松本理事、 
   長岡科学技術大学・海野教授 
   国総研・安田ダム研究室長 
   東京電力・吉越フェロー 
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３．信濃川水利権更新関連 

［日本自然保護協会おすすめイベント 11/9 #7］ 
＜ごぞんじですか？信濃川の水で山手線がうごいていることを。＞ 

第 6 回「信濃川水なしサミット」2004 信濃川減水問題東京大会 

今新潟では地震災害で大変な状況ですが、その被災中心の 1つである十
日町市が、『信濃川水なしサミット』を 11 月 13 日（土）に東京・豊島
公会堂で行うことを地震前から企画しておりました。 

JR の発電所（山手線などに電気を供給している）などの取水のため、
信濃川中流で流水がない状況を東京の皆さんに知っていただくことが
目的です。 

今回、地震災害は深刻なのですが、十日町市は地震にもめげず、万難を
乗り越えてこの『信濃川水なしサミット』を挙行します。 

皆様に、このサミットに参加していただきたくお願い申し上げます。 
 

日 時 11 月 13 日（土） 13：30～16：00 入場無料 

場 所 豊島公会堂（東京都豊島区池袋一丁目） TEL:03-3984-7601 

主 催 信濃川水なしサミット実行委員会 

問い合わせ 十日町市役所 雪・水対策課 TEL:0257-57-3111  

内 容 ○基調講演 
「信濃川中流域における水環境とその改善に向けて」大熊孝（新潟大学工学部教授） 
○活動報告 
「信濃川をよみがえらせる会の活動について」 ほか 

 

 
［毎日新聞 11/13 #8］ 

＜新潟県中越地震＞信濃川中流で清流復活 発電所取水中止で  [ 11月 13日 01時 19分 ]  
 新潟県中越地震の影響で、首都圏の電車に電力を供給しているＪＲ東日本の信濃川発電所（同県小千

谷市など）が取水を中止したため、信濃川中流域に元々の水流が戻っている。水流復活を求めてきた地

元の市民団体は「地震で流れが復活するとは……」と戸惑いながらも、消費地で信濃川の実態を知って
もらおうと、１３日に東京でシンポジウムを開くことにした。 
 発電所の水は、信濃川上流の中里村の宮中ダムで平均毎秒２３０トンを取水。地下導水管で約６０キ

ロ下流の信濃川発電所に送水、放流している。このため震災前まで、同ダムから放流口までの水量は減

り、場所によっては川底が露出していた。 
 発電所は、変電設備の故障や発電用水の調整池の地割れなどで、地震直後に発電を停止。取水もスト

ップした。 
 市民団体「信濃川をよみがえらせる会」（樋熊清治会長）と十日町市など４市町村は地震前から、都

内でシンポジウムを開く準備を進めていた。大きな被害が出た中での開催に賛否両論あったものの「川

は地震とは別問題」として開催を決めたという。「山手線と信濃川水力発電」と題し、午後１時半から

豊島区の豊島公会堂で開かれる。 
 発電所は旧国鉄が１９３９年に設置。ＪＲ東日本によると、発電所復旧のめどは立っておらず、不足

分は電力会社から購入しているという。【寺田剛】 
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［十日町新聞 11/15 #9］ 

地震で発電休止も山手線は動いている<第６回水なしサミット>維持流量大幅増も問題ない証し 

 
 
 水力発電による信濃川中流域の瀕死の状況を電力受益者である首都圏住民に理解して貰おうと「第

６回信濃川水なしサミット」（信濃川をよみがえらせる会、十日町・中魚四市町村主催）が１３日、

東京・豊島公会堂で開かれ、約４００人の都民らが参集した。同所での開催は平成１３年以来２回目

となり、前回を上回る参集者数となった。この中で、中越地震被害でＪＲ東日本信濃川発電所が取水

を休止しながらも電力供給先だった山手線が運行されている現状を踏まえ、公明党東京都本部代表の

山口那津男参院議員は「それでも山手線は動いている。水量制限は絶対的な制約ではないということ」

と指摘し、新大工学部の大熊孝教授も基調講演で「電力需要期は別として電力が足りていれば水を返

してもらっていいのでは」と訴えていた。 
（写真：挨拶する滝沢市長と東小児童の熱演メッセージ） 
《本紙１１月１５日号１面記事より抜粋》 
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５．注意事項 
 本資料は，上記参考文献をほぼそのまま引用させていただいております。したがいまして，著作権は
全て上記文献著者に属しますのでご注意ください。極力引用がわかるように，見出しに情報源の名称と
引用番号（#1等）をふりました。数字は参考文献の番号に対応しています。 
 また，WEB に記載されている文章・写真より被害を受けた設備を判断しましたが，設備の認定に誤
りがある可能性は否定できません。その点は，斟酌ください。 
 設備の正式名称ですが，国土交通省は，「山本調整池」，「新山本調整池」を使用しています。これま
での情報も勘案すると，おそらくこれが正式名称かと思われます。 




