災害即応室 広報班
直通 048-830-8261
代表 048-824-2111 内線 8261
E-mail: a8170-04@pref.saitama.lg.jp

埼玉県
＜報道発表資料＞

千葉県北西部を震源とする地震による被害状況について（第１報）
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。）
令和３年１０月８日 １時現在
概 況
令和３年１０月７日２２時４１分ころ、千葉県北西部を震源とするマグニチュード
５．９と推定される地震が発生。県内の最大震度は、川口市及び宮代町で震度５強となっ
ています。
令和３年１０月８日１時現在で把握している状況は、次のとおりです。
＜生命に関する情報＞
・避難所等 川口市 ７１箇所（閉鎖済）
＜生活に関する情報＞
・電力 被害情報なし
・ガス 被害情報なし
・水道 漏水等（３件）
・鉄道 地震の影響により一部遅延
・道路 県道富岡入間線の岩渕（青梅市との境付近）にて落石
＜被害の概要＞
・人的被害
・重傷 １名（富士見市１名）
・軽傷 ５名（さいたま市３名、蕨市１名、三郷市１名）
・住家被害 なし
＜県の対応＞
・１０月７日２２時４１分 埼玉県災害即応室を設置

１ 生命に関する情報
（１）避難所等の開設
・避難所
川口市 ７１箇所（閉鎖済）
・避難者数 川口市 ０人
２ 生活に関する情報
（１）ライフライン
○ 電力 被害情報なし
○ ガス 被害情報なし
○ 通信 被害情報なし
○ 水道 川口市末広地内においてマンホールから水が溢れている
川口市安行地内において消火栓から水が溢れている
宮代町宮東地内において漏水
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（２）鉄道
○ 地震の影響により、一部運休、遅延（10/8 0:30）➢復旧見込みは現在調査中。
東北新幹線
京浜東北根岸線
湘南新宿ライン
埼京川越線[羽沢横浜国大～川越]（運休）
八高川越線[八王子～川越]
武蔵野線
東武スカイツリーライン
東武日光線[南栗橋～東武日光]
東武アーバンパークライン
東武東上線
東武伊勢崎線[久喜～伊勢崎]
西武池袋線・秩父線
西武新宿線
西武狭山線
西武山口線
東京メトロ有楽町線
東京メトロ副都心線
埼玉高速鉄道線
秩父鉄道線
埼玉新都市交通ニューシャトル
（３）道路
・国管理道路
・県管理道路
・市管理道路
・その他

通行止め情報なし
県道富岡入間線の岩渕（青梅市との境付近）にて落石
幸手市惣新田 橋りょうに亀裂が生じたため通行止め
川口市芝 道路通行止め（詳細確認中）

（４）医療施設
・川口市緊急夜間診療所給湯器水漏れ
３ 被害の概要
（１）人的被害
・重傷 １名（富士見市１名）
・軽傷 ５名（さいたま市３名、蕨市１名、三郷市１名）
（２）住家被害
被害情報なし
（３）火災発生状況
被害情報なし
（４）河川・堤防、ダムの被害状況
被害情報なし
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（５）土砂災害
被害情報なし
（６）農林業関係
被害情報なし
（７）商工業被害
被害情報なし
（８）県管理施設の被害状況
被害情報なし
（９）市町村の体制
・さいたま市：災害警戒本部 10/07 22:41
・川口市：災害対策本部 10/07 23:40
・蕨市：待機 10/07 22:50
・戸田市：監視体制 10/07 23:00
・朝霞市：情報収集体制 10/07 22:41
・志木市：情報収集体制
・和光市：情報収集体制
・新座市：警戒態勢 10/07 23:20
・富士見市：情報収集体制 10/07 23:20
・ふじみ野市：防災部局職員参集 10/07 23:00
・三芳町：情報収集体制
・春日部市：情報収集体制
・草加市：災害対策本部 10/08 0：10
・八潮市：初動体制 10/07 23:00
・三郷市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置
・吉川市：情報収集体制等 10/7 22:41 設置
・鴻巣市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置 10/8 1:00 廃止
・上尾市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置 10/8 1:00 廃止
・桶川市：情報収集体制等 10/7 23:10 設置 10/8 1:00 廃止
・北本市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置 10/8 1:00 廃止
・伊奈町：情報収集体制等 10/8 0:05 設置 10/8 1:00 廃止
・川越市：情報収集体制等 10/7 23:05 設置
・鶴ヶ島市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置
・川島市：情報収集体制等 10/7 23:10 設置
・吉見町：情報収集体制等 10/7 22:50 設置 10/8 0:00 廃止
・所沢市：情報収集体制等 10/7 22:50 設置
・飯能市：災害警戒本部 10/7 22:50 設置 10/8 0:20 廃止
・日高市：情報収集体制等 10/7 23:00 設置
・加須市：災害警戒本部 10/7 23:10 設置
・羽生市：警戒体制 10/7 23:10 設置 10/8 0:10 廃止
・久喜市：警戒体制 10/7 23:00 設置
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・蓮田市：情報収集体制等 10/7 22:41 設置
・幸手市：情報収集体制等 10/8 0:00 設置
・白岡市：情報収集体制等 10/7 23:01 設置
・宮代町：災害対策本部 10/7 23:15 設置
・杉戸町：情報収集体制等 10/8 0:00 設置
（10）その他
情報なし
４

救助活動の状況
なし

５ 地震の概要
・発生日時：令和３年１０月７日（木） ２２時４１分ころ
・震源及び規模：千葉県北西部 マグニチュード５．９と推定
・震度５強：川口市、宮代町
震度５弱：さいたま市、加須市、鴻巣市、草加市、久喜市、八潮市、三郷市、
幸手市、吉川市
震度４ ：熊谷市、所沢市、春日部市、狭山市、羽生市、上尾市、越谷市、蕨市
戸田市、入間市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、蓮田市、
白岡市、伊奈町、川島町、吉見町、杉戸町、松伏町
６ 県の対応
・１０月７日２２時４１分、警戒体制を施行し、災害即応室を設置
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