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１．設備の概要 

1.1 概要 #1 
JR東日本は、国内の鉄道会社としては唯一、自営の発電所を所有しています。この自営発電所は計 4
ヶ所あり、神奈川県川崎の東京湾の埋立地に 1 ヶ所、残りの 3 ヶ所は新潟県の信濃川沿いにあります。
前者は火力発電の川崎発電所で、後者は千手、小千谷、新小千谷の各発電所を総称して信濃川発電所と

よばれ、信濃川の水を利用した水力で発電をしています。これらの発電所が発電する電力は、JR 東日
本が年間に使用する総電力の 56％を賄っており、首都圏だけに限ると、その賄い量は 9 割にものぼり
ます（2002年度）。各発電所の発電能力は、次のとおり（2003年 3月末現在）。 

 
川崎発電所： 発電機 5台（4ユニット）で最高出力 655,000kW  
千手発電所： 発電機 5台で最高出力 120,000kW  S14年運開 
小千谷発電所： 発電機 5台で最高出力 123,000kW  S26年運開 
新小千谷発電所： 発電機 2台で最高出力 206,000kW  H2年運開 

 
1.2 取水ルート #1 

JR東日本・信濃川発電所の概要を、fig.1-1，1-2を使って簡単に説明します。 
 
1.2.1 千手～小千谷発電所ルート  

 中魚沼郡中里村にある「宮中取水ダム」から取水した水は、導水路を経て浅河原調整池に蓄えられ、

千手発電所での発電に使用されます（新山本山調整池に向かう水の一部も、浅河原分水渠において浅河

原調整池に流れ込んでます）。千手での発電を終えた水は、再び導水路を流れて山本山調整池に蓄えら

れ、今度は小千谷発電所での発電に使われます。このように、一度取水した水で 2度発電タービンを回
す事が出来るので、非常に効率のよい発電を行っているそうです。 
 また、調整池の役割ですが、電気というのは備蓄しておくことが出来ないため、電力の需要に合わせ

て発電するしかありません。そこで、首都圏各線の電力需要が急増するラッシュ時間帯に合わせ、調整

池に蓄えていた大量の水を発電所に一気に落としこみ、需要に見合った電力を発生させています。その

ため、朝夕のラッシュ時間帯は調整池の水が一気に減りますが、それ以外の時間帯で徐々に水を蓄えて

いきます。このように、電力需要に見合った発電をするために、調整池は重要な役割を果たしています。 
 
1.2.2 新小千谷発電所ルート  

 千手～小千谷ルートとは別ルートの導水路で宮中取水ダムから取水し、途中 2つの水路橋を経て新山
本山調整池に蓄えられます。その後、新小千谷発電所のタービンを回し、信濃川に合流します。  
 これらの発電所で発電された電気は、上越線はもちろんのこと、長い送電線を経由して首都圏へと送

られています。その送電ルートについては詳しく調べていませんが、小千谷～十日町～六日町～塩沢～

湯沢～清水峠付近？～水上～月夜野～沼田～昭和～赤城～北橘？～富士見？～前橋～伊勢崎～本庄～

岡部～（岡部変電所）～深谷～？～（武蔵境変電所）～？～（新鶴見変電所）、となっています。 
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fig.1-1 信濃川発電所の全体図 #1 

 
 
 

注；設備の詳細な写真は下記WEB SITEを参考にされたい。 
http://joetsu-line.web.infoseek.co.jp/gaku/history/shinanogawa~plant.htm 
http://www.denryoku.info/floor3/hydro/gallery/Niigata/JRSinano/JRSinano.html 
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山本調整池（左上）・新山本調整池（右下）

浅河原調整池

fig.1-2 平面図 #13 

小千谷発電所（下流）
新小千谷発電所（上流）

真人沢水路橋

新真人沢水路橋 

源藤山沢水路橋

37°15’N

37°10’N

37°05’N

138°52.5’E138°45.0’E

千手発電所

宮中取水ダム・新宮中取水口・宮中取水口

10km 東京電力(株)信濃川発電所

導水路ルートは５万分の 1 地形図をもと
に記載。必ずしも正確ではない。 
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fig.1-4 宮中取水ダム・宮中取水口 平面図 #1 

fig.1-3 宮中取水ダム・宮中取水口 ＃2 
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fig.1-5 宮中取水ダム（奥側）お

よび宮中取水口（手前） #1 

fig.1-6 宮中取水ダム（奥側）お

よび新宮中取水口（手前） #1 

fig.1-7 浅河原調整池（堰堤より

上流側を望む） #1 
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fig.1-9 山本調整池（左），新山本調整池（右） #2

fig.1-8 浅河原調整池 #2 
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fig.1-10 千手発電所 #1 

fig.1-11 千手発電所（放水口から

下流水路を望む） #1 

fig.1-12 小千谷発電所。小千谷発

電所の背後は山本山調整池 #1 
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fig.1-13 新小千谷発電所（左）と

小千谷発電所（右）。 #1 

fig.1-14 真人沢水路橋 #1 

fig.1-15 新真人沢水路橋 #1 
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Table 1 宮中（みやなか）ダム諸元 ※ #3 

左岸所在 新潟県中魚沼郡中里村小原 

位置 北緯 37度 03分 59秒 東経 138度 41分 52秒  

河川 信濃川水系信濃川 

目的／型式 P／重力式コンクリート 

堤高／堤頂長／堤体積 16.4m／330m／51千m3 

流域面積／湛水面積 7841K㎡／21ha 

総貯水容量／有効貯水容量 970千m3／833千m3 

ダム事業者 東日本旅客鉄道（株） 

本体施工者 旧・日本国有鉄道直営 

着手／竣工 1920／1938 

※；ダム年鑑による名称。 
 

Table 2 浅河原（あさがわら）ダム諸元 ※ #3 

左岸所在 新潟県十日町市北鐙坂 

位置 北緯 37度 08分 12秒 東経 138度 43分 35秒 

河川 信濃川水系樽沢川 

目的／型式 P／アース 

堤高／堤頂長／堤体積 37m／292m／521千m3 

流域面積／湛水面積 K㎡／13ha 

総貯水容量／有効貯水容量 1065千m3／853千m3 

ダム事業者 東日本旅客鉄道（株） 

本体施工者 旧・日本国有鉄道直営 

着手／竣工 1920／1945 

備考；土木遺産 

土木学会の「日本の近代土木遺産～現存する重要な土木構造物２０００選 」

に選定されている。戦前では最大級のアースダム。 
 
※；ダム年鑑による名称 
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Table 3 新山本調整池（しんやまもとちょうせいいけ）諸元 ※ #3 

左岸所在 新潟県小千谷市大字山本地内 

位置 北緯 37度 17分 37秒 東経 138度 48分 21秒 

河川 信濃川水系信濃川 

目的／型式 P／ロックフィル 

堤高／堤頂長／堤体積 42.4m／1392m／2300千m3 

流域面積／湛水面積 K㎡／31ha 

総貯水容量／有効貯水容量 3640千m3／3200千m3 

ダム事業者 東日本旅客鉄道（株） 

本体施工者 大成・日本国土・青木 

着手／竣工 1983／1989 

※；ダム年鑑による名称。 
 

Table 4 山本調整池諸元 ※ #3 

左岸所在 新潟県小千谷市大字山本地内か？ 

位置 北緯 37度 17分 37秒 東経 138度 48分 21秒 付近 

河川 信濃川水系信濃川 

目的／型式 P／アースか？ 

堤高／堤頂長／堤体積 ？m／？m／？m3 

流域面積／湛水面積 ？K㎡／？ha 

総貯水容量／有効貯水容量 ？m3／？m3 

ダム事業者 東日本旅客鉄道（株） 

本体施工者 旧・日本国有鉄道直営か？ 

着手／竣工 ？／？ 

 ※；ダム年鑑に記載なし 
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２．信濃川発電所の歴史 #1 
・大正 8年～  
 蒸気機関車が活躍していた明治・大正時代の鉄道の石炭消費量は膨大なものでした。そこで大正 8年
3 月、当事の原内閣が「鉄道の石炭消費量をもっと節約せよ（要約）」という内容の議案を閣議決定し、
国有鉄道の電化切り替えと、自営発電所の建設が急務の課題となります。電力自給決定の背景には、当

時の電力会社に、鉄道に電力を供給するほどの余裕がなかったことが考えられます。 
 前述の閣議決定を受け、当時の国有鉄道を管理していた鉄道院は、自営発電所の建設場所の選定には

いります。検討を重ねた結果、年間を通じて水量が豊富な国内最長の大河・「信濃川」に着目し、この

川の水を利用した水力発電所の建設を決定します。 
・大正 10年～  
 大正 10年、千手発電所が着工します。しかし、着工 2年後の大正 12年 9月 1日に発生した関東大震
災により、この発電所の建設工事は中断されます。震源地から遠く離れたこの付近一帯では、地震の揺

れそのものによる被害はほとんどなかったと考えられますが、甚大な被害を被った関東地方の復旧作業

のために、本来ならこの発電所の建設工事で使用する予定だった資材や労働力が、一時的に奪われてし

まったのかもしれません。 
�千手発電所の建設工事では、十日町駅と建設現場とをを結ぶ専用軌道（敷設時期、軌間等の詳細不明）
が敷設され、資材の輸送に威力を発揮していました。 
・大正 15年頃～  
 関東大震災によって工事中断となった千手発電所ですが、震災復興の目途がたった後も工事再開の号

令がかからず、あろう事に、当初予想もしなかった方向へと事態が進展します。 
 当時の国（国鉄）の財政悪化や国内世論の変化、民間電力会社の電力供給量に余裕が生じたこと、さ

らには、川崎で建設が始まった自営火力発電所で首都圏の鉄道電力は十分であるなど、次から次に信濃

川発電所に対する逆風が吹き荒れ、一時は、信濃川発電所の建設工事無期延期論や、発電所そのものが

不要であるという強硬な意見もだされる始末でした。いつしか、信濃川発電所の建設計画そのものが、

当事者である鉄道相はもちろんのこと、当時の歴代内閣の爆弾的懸案へと成長してしまい、工事再開の

決定は半ばうやむやにされる格好で先送りを繰り返すこととなります。 
・昭和 5年  
 この年の 10 月、民間電力会社の束ね役になっていた通信省（当時）が、信濃川発電所不認可の方針
を打ち出します。これは、鉄道の電化で必要になる電力は、当時余剰気味だった民間の電力を鉄道省に

購入させる意図があったもようです。しかし、通信省のこの方針に対し、同発電所の即時建設再開を目

論んでいた鉄道省側は猛反発し、両省の面子を賭けた争いへと発展しました。しかし、最後は通信省側

が鉄道省に譲歩し、12月 27日、正式に工事再開の認可が発せられ、関東大震災発生時から長期にわた
っていた工事中断にようやくピリオドが打たれました。 
・昭和 6年～  
 千手発電所の建設工事が再開されます。この工事再開にあたり、信濃川発電所全体の建設工事を四期

に分けて実施するよう、工事全体の計画が変更になりました。このうち、千手発電所の建設工事は一期

目として組み入れられ、千手の完成をもって一期目が終了という段取りになりました。 
 さまざまな混乱にピリオドを打ち、第一期工事として建設が再開された千手発電所でしたが、新しい

鉄道相が就任する度に二転三転する信濃川発電所の見解や、信濃川流域の漁業補償問題、さらには、地

元や民間電力会社（東電）との水利調整等、再開後の道のりも決して平坦なものではありませんでした。
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しかし、事務局側の一貫した建設支持の意見に押され、建設工事そのものはなんとか推し進められてい

きます。ただし、大陸方面での戦局や、深刻度を増す国の財政状況といった国家的要因には打ち勝つこ

とが出来ず、工事を中断せざるを得ない時期もありました。このため、当初予定されていた工期は延び

る一方でした。 
・昭和 14年  
 度重なる中断を経た昭和 14 年、ようやく千手発電所の完成の日を迎え、首都圏への送電が開始され
ました。着工から実に 18年もの歳月を費やしたことになります。 
�第一期工事終了時点での千手発電所の出力は 50,000ｋW。 
・昭和 15年～  
 第一期工事完成の翌年、第二期工事が着工します。第二期工事の目的は、一期で完成した千手発電所

の出力を増強させることで、導水路と調整池の整備を進めることでした。一期工事同様、二期工事も戦

局の悪化や財政難等で工事が中断することがありましたが、昭和 19年（一部では、20年という記述も
ある）、第二期工事は完了します。これにより、千手の発電量は 70,000ｋWに増強されました。 
・昭和 19年～  
 第三期工事が開始されます。第三期工事の目的は小千谷発電所を完成させることで、その工期として

約 2年が見込まれていました。小千谷発電所は、千手発電所で発電に使われた水を再利用して発電する
施設として計画され、千手の下流域で建設が開始されます。しかし、これまでの工事同様、戦争による

混乱や資材不足という問題に直面し、工事は中断されてしまいます。 
�第三期工事の開始時期が、二期工事完成に先立つ昭和 18年末だったという記述もあり。 
・昭和 20年  
 終戦を迎えたこの年、アメリカの統治下の置かれた日本国内は混乱を極めます。小千谷発電所の建設

工事も然りで、GHQ（連合国総司令部）によって建設中止命令が発せられ、発電所の建設工事は暗礁に
乗り上げます。こうした度重なる工事の中断は、もはや、信濃川発電所の宿命なのかもしれません。 
・昭和 21～22年  
 昭和 21年末、失業者の雇用を確保するという名目で、GHQの反対を押し切って工事が再開されます
が、翌 22年 4月、時期尚早として再び中止命令が下されます。 
・昭和 23年  
 戦後の混乱から立ち直り始めつつある昭和 23 年、首都圏各線の復旧作業が軌道に乗り始め、徐々に
ですが列車の運行本数が増加していきます。しかし、戦後の日本国内は著しい石炭不足に陥っていたた

め、鉄道用の石炭を確保するのが極めて困難な状況にありました。そこで、当時の国有鉄道を管轄して

いた鉄道省は、GHQ に対して首都圏の電化と自営発電所の必要性を執拗に訴え続け、同年 8 月、よう
やく工事再開の承認を得ることに成功します。 
 なお、既にこの頃、上越線の全線電化は完了していました。戦後いち早く電化工事に着手出来た背景

には、上越線と信濃川発電所との間の距離が短く、電力の供給が容易だったことが大きく関係していま

す。仮に、上越線の近くに国鉄自営の発電所が無かったとしたならば、上越線の電化はもっと遅れてい

たかもしれません。 
・昭和 24年～  
 中断されていた第三期工事・小千谷発電所の建設工事が、本格的に再開されます（23年末から再開と
の記述もあり）。 
�小千谷発電所の建設工事では、上越線の小千谷駅と建設現場とをを結ぶ専用軌道が敷設され、資材の
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輸送に威力を発揮していました。この専用軌道の敷設時期は不明ですが、軌間が 1067ミリだったので、
本線を走行する貨車がそのまま乗り入れていたもようです。 
・昭和 26年  
 建設再開から 2年後のこの年、千手に続く 2番目の発電所として小千谷発電所が完成し、8月から発
電が開始されました（出力 50,000ｋW）。これで第三期工事が完了します。 
�小千谷発電所が完成した当時に建設途中だった山本調整池の工事が完了すると、出力は 75,000ｋWに
増強される計画だった（この調整池の完成時期は不明）。  
残る第四期工事については、国鉄の電力需給見通しや財政面を考慮し、必要な時期がきたら着工する運

びになっていました。そのため、大正 10 年に始まった信濃川発電所の建設工事は、第三期工事の完了
をもって一旦終了となります。 
・昭和 32年～  
 国鉄の電化が順調に進むにつれて電力の需要が急速に伸びてきたため、信濃川発電所の第四期工事が

着工の運びとなります。第四期工事の目的は、千手～小千谷間に新たな導水路を 1本設け、小千谷発電
所の出力を 50,000ｋW増強させることでした。 
・昭和 44年  
 新設導水路の工事が完了し、第四期工事が完了。 
 
以上のような経緯で、半世紀にもわたった信濃川発電所の建設工事は完了の日を迎えました。第一期、

二期工事当時の度重なる工事中断もさることながら、約 150名もの尊い命を犠牲にして完成したことも
書き添えておきます。 
 
 さて、時は流れて… 
・昭和 60年～  
 信濃川発電所で、新たな発電所の建設が始まります。その発電所の名称は「新小千谷発電所」という

もので、導水路、調整池、発電所全てを新たに建設し、信濃川発電所全体の発電量を約 2倍にするとい
う計画でした（第五期工事）。なお、建設当初は「国鉄・信濃川発電所」という名称でしたが、民営化

を機に、「JR東日本・信濃川発電所」という名称に変更になっています。 
・平成 2年  
 新小千谷発電所（最高出力 206,000kW）が完成し、第五期工事完了。 
�千手や小千谷発電所の発電施設は逐次改良されてきたため、現在の最高出力は、完成当時の出力より
も大幅にアップしています。 
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３．被害状況 

3.1 浅河原調整池 

［土木学会(10/25) #8］ 
 
 
 
 

fig.3-1-1 浅河原調整池 #8 

fig.3-1-2 浅河原調整池 #8 
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［東京電機大(10/30-31) #10］ 

  

   fig.3-1-3    fig.3-1-4 

   

   fig.3-1-5    fig.3-1-6 

  

   fig.3-1-7    fig.3-1-8 

  
fig.3-1-9 fig.3-1-10 
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3.2 山本調整池 

［新潟大(10/25) #6］ 

池の北側は盛土堤体であるが，貯水池内部の石張りに亀裂が見られた（fig.3-2-1）。 ただし石張り部
分だけが剥離した可能性が考えられる。堤防の外側ではとくに目立った損傷や変状は見られなかった。 

 
fig.3-2-1 調整池内部の亀裂 #6 

 
［新潟大(10/28) #7］ 

山本調整池（古い方）の取水口側の堰堤に約 10cm の沈下が見られます。 

 
fig.3-2-2 取水ゲート脇の沈下 #7 
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［飛島建設(10/25-26) #11］ 

  

山本 fig.3-2-3 
調整池（下池）取水口左岸側の堤体頂部の状況．堤

軸方向に数本の亀裂が認められた．  

山本 fig.3-2-4 
調整池（下池）取水口下流側の状況．取水口の構
造物が下流側に目測で 2゜程度下流側に傾斜し，
手前の構造物との間に隙間が認められた．また，
道路は下流側に傾斜し法肩に亀裂が生じていた．

 

山本 fig.3-2-5 
調整池（下池）取水口下流側の状況．取水口の構造

物周辺の地盤が目測で 15cm程度沈下していた． 

山本 fig.3-2-6 
調整池（下池）取水口周辺の状況．取水口の右岸

側の建屋が大きく傾斜していた．  

 

 

山本 fig.3-2-7 
調整池（下池）取水口周辺の状況．取水口の右岸側

の堤体頂部には堤軸方向に亀裂が認められた．  
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3.3 新山本調整池 

［新潟大(10/25) #6］ 

新山本調整池では山側の堤防法面上部にすべりがみられた（fig.3-3-1）。完全な崩壊には至っていない
が，天端の道路が２カ所ほどで 1～2ｍ程陥没しており，すべり面は堤体土のみならず，背後の山の斜面
にまで及んでいた。このすべりによって，鋼製の柵が破断していた（fig.3-3-2）。川側の盛土堤体に関し
ては大きなすべり面や崩壊は特に認められなかった。ほぼ全区間にわたって堤体天端アスファルトの中

央線方向に勾配が付いており，調整池の外側斜面の法肩からおよそ４メートルほどの位置に亀裂が入っ

ていた（fig.3-3-3）。これは天端の小さなすべりと考えられ，本体下部には及んでいない軽微な損傷と考
えられる。ただし一部では法面の下部に変状が認められた。 

 
fig.3-3-1 山側のすべり変状 #6 

 
fig.3-3-2 堤体土のすべりと柵の破断 #6 
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なお調整池脇のゆるい斜面には階段状に新しい墓地が造成されており，約 40の墓石の内 15基が転倒
していた。墓石はW30×D30×H75cmのサイズが大部分を占めており，底部は接着剤のようなもので固
定されていたと思われる。また下部に 6 体ほど並んでいた石仏は台座から完全にはずれて約 90 度反時
計回りに回転して止まっていた（fig.3-3-4）。 

 

 
fig.3-3-3 天端付近の亀裂 #6 

 
fig.3-3-4 石仏の移動 #6 
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［京都大(10/25-26) #9］ 

調整南側では調整池へ向かって斜面が崩壊しているところ多数（fig.3-3-5～3-3-7）。取水塔付近の地
盤が約 40cm沈下（fig.3-3-8）。 

 
fig.3-3-5 #9 

 
fig.3-3-6 #9 

 
fig.3-3-7 #9 
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fig.3-3-8 #9 

 

［新潟大(10/28) #7］ 

新山本調整池（新しい方のもので、古い方の一段上にある）では、山側の切り土斜面の一部に見られ

るすべりやはらみ出し部分の変状は 25 日より進行していました。その部分の外周道路も連動して大き

く動いています。レールで作られた柵の破断も見られます。堰堤の部分はチェックしませんでしたが、

遠目からの観察からは大きな変状はないようです。 

 

fig.3-3-9 新調整池の法面変状(第 2 報の写真と比べて小段下まで及んでいる) #7 
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［飛島建設(10/25-26) #11］ 

山本 fig.3-3-10 
第二調整池（上池）西側の道路の状況．道路に大

きな亀裂が生じ，路肩部は崩壊していた． 

山本 fig.3-3-11 
第二調整池（上池）堤体の状況．堤体中腹部に亀裂

が生じはらみ出しも認められた．  

山本 fig.3-3-12 
第二調整池（上池）堤体の状況．堤体の小段の法

肩には亀裂が認められた．  

山本 fig.3-3-13 
第二調整池（上池）西側の墓石の状況．墓石の 6割
程度が転倒していた．  
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3.4 小千谷発電所水圧鉄管およびその周辺 

［新潟大(10/25) #6］ 

調整池から発電所に水を落とす導水管の継ぎ目から漏水が見られた（fig.3-4-1）。 

 
fig.3-4-1 導水管の漏水 #6 

 
下部の調整池については，信濃川に面した導水管側のコンクリート擁壁が継ぎ目部でずれを生じて前

面に動き（fig.3-4-2），背後の堤体土に沈下が生じていた。堤体脇を通る道路も沈下を生じセンターライ
ンに亀裂が入っていた。 

 
fig.3-4-2 調整池川側の擁壁 #6 
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［新潟大(10/28) #7］ 

小千谷発電機へ送水する圧力鉄管の取りつけられた斜面の上部の道路では、池側で最大 40cm ほどの

沈下と斜面側への約 10cm 移動が見られます。のり肩ではさらに 20cm ほどの沈下が見られます。したが

って、路肩の側溝も大きく壊れています。圧力鉄管を支えているコンクリート構造部分によって何とか

支えられているように見えます。とても危険な状態だと思われます。ちなみに、圧力鉄管のない部分の

のり面は一部崩落しています。  

 
fig.3-4-3 前面道路の沈下 #7 

 
fig.3-4-4 導水管脇斜面の崩壊 #7 
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fig.3-4-5 導水管基礎の破損 #7 
 
国道 117号線山辺橋は前項での圧力鉄管を跨いでいるランガー橋です。取り付き部分の沈下による段

差で通行止めでしたが、擦り付けを行って本日から通れるようになっていました。ちょうど基層の転圧

作業中でした。斜面に設置された南側の橋台が後に少し傾いています、したがって主桁の下側が橋台と

接触しています。また、橋台下の深礎の頭が露出しています。橋脚も破損していて鉄筋が露出していま

す。北側の橋脚の下も空いていて深礎の頭が見えます。ランガー橋部分の北側に接続している桁橋の橋

脚の下も空洞になっていて、深礎の頭がよく見えます。80cm も地盤が沈下している部分があります。

なお、隙間が全く無くなったフィンガージョイントと、逆に噛み合わせがちょうど無くなったものとが

あります。地盤が斜面方向に動いた証拠でもあります。 早急に全体的なチェックを行う必要があると

思われます。 

 
fig.3-4-6 山辺橋南側橋台の変状 #7 
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fig.3-4-7 南側橋台基礎 #7 

 
fig.3-4-8 橋脚の破損 #7 

 
fig.3-4-9 北側橋台基礎 #7 
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fig.3-4-10 開ききったフィンガージョイント #7 

 
fig.3-4-11 橋脚梁のひび割れ #7 

 

fig.3-4-12 橋下の法面崩壊 #7 
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fig.3-4-13 旧道取り付け部の陥没 #7 

 
fig.3-4-14 山辺橋より数十ｍ南（上流側）での崖の一部崩落 #7 

 

［飛島建設(10/25-26) #11］ 

 

山本 fig.3-4-15 
JR発電所脇の国道 117号の状況．アーチ橋の両岸の
取付部で 1m近い段差生じていた． 

山本 fig.3-4-16 
JR発電所導水管の状況．一部の導水管より水が噴
き出していた．  
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3.5 小千谷発電所 

［京都大(10/25-26) #9］ 

 

fig.3-5-1 小千谷発電所 #9 

 

 

fig.3-5-2 小千谷発電所 #9 
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［新潟大(10/28) #7］ 

発電所周りの地盤も最大で 40cmの沈下があります。 

 
fig.3-5-3 小千谷発電所 地盤の沈下 #9 

 
fig.3-5-4 小千谷発電所 噴砂 #9 
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3.6 妙見堰（国土交通省，H2 年完成） 

［新潟大(10/24) #5］ 

信濃川発電所から下流に数キロほど下ったところにある妙見堰。ＪＲの小千谷発電所（山手線の朝夕

のピーク時の電力を供給）の急激な放水量を平準化するためのものです。 
ほぼ東西方向の堰で、上記１７号線も橋梁（越の大橋）として併設されています。ゲートの操作室が

橋脚の上流側にあります。全部で９基。その操作室部分は外見上全く問題がないように見えましたが、

よく見ると損傷があり、左岸側（西側）ほど大きく、西側から順に３基がかなりの損傷を受けています。

他は軽微です。 
 その上流側の管理用通路（橋梁）との隙間が約１０ｃｍありますが、３基とも通路と擦れています。

西側ほど強く３基目はわずかな擦れです。 

 
fig.3-6-1 妙見堰（健全時の写真） #1 

 
Table 5 被害状況の集約 

発電所 設備 被害内容 
千手発電所 浅河原調整池 堤体頂部に地割れ 

山本調整池 

調整池北側の堤体石張りに亀裂 
取水口右岸堤体亀裂 
取水口付近の堤体が 10cm地盤沈下 
管理建屋傾斜 

水圧鉄管 漏水あり。承支台破損。鉄管路脇斜面崩壊 
水圧鉄管周辺のよう壁 移動＆2°傾斜。裏込土沈下 

小千谷発電所 

発電所 地盤沈下(40cm)。噴砂。 

新小千谷発電所 新山本調整池 

調整池法面（山側）のすべり。堤体はらみだし 
調整池背後斜面の崩壊 
周回道路陥没（1～2m×2個所） 
取水塔（取水口ゲート？）付近地盤沈下（40cm） 

WEBで把握できた範囲に限られるため，全てを網羅するものではない。 
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４．周辺の災害状況 
 
 

fig.4-1 国土交通省の情報に基づいて国土地理院が作成 
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