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【深圳崩落事件行方不明者数 59 名に】 

新華社速報：深圳市応急弁公室の楊峰主任は 20 日夜、

23 時までに深圳の山体崩落事件の行方不明者総数が既

に男性 36 名、女性 23 名の 59 名までに達していると発

表した。 

 

【深圳山体崩落、パイプライン爆発 27 人行方不明】 

12 月 20 日 11 時 40 分頃、広東深圳市光明新区の鳳凰

社区恒泰裕工業団地で発生した崩落で、付近の西気東輸

パイプライン（宮本注：「西気東輸」プロジェクトとは、

西部の天然ガスを東部へ輸送するという国家レベルの

大型天然ガスプロジェクトを指す。中国にはもう一つ、『南水北调（南方の川の水（特に長江の水）を北方

へ引いて,北方の水不足に役立てること）』というプロジェクトもある）で爆発が発生。 19 時までに 22 棟

の住民と工場建屋が埋没、土砂崩れ現場は 10 万平方メートル以上になり、3 人が負傷、27 人が行方不明と

なっている。 

 

広東省紅会（赤十字社）、深圳崩落事故後に救急体制を起動、支援物資と救援に全力 

2015-12-20 20:13:34 

新華社北京 12 月 20 日電（記者 呉晶、施雨岑） 

記者は、20 日、中国赤十字社総本部から、深圳の崩落事故発生後、広東省赤十字は、緊急体制を起動し、

積極的に深圳赤十字と協力して被災状況とニーズを把握し、同時に、省赤十字社は、救援支援隊と医療支

援隊の準備を整え、被災地区のニーズに基づき随時被災地での救援活動を展開している。省赤十字社は既

に広州災害支援センターへの救援物資の支出を認めており、随時被災地に救援物資を出せるようになって

いる。 

災害発生後、赤十字社本部は、直ちに広東省赤十字と連絡を取り、被災状況とニーズを把握している。 

 

【赤十字社既に深圳崩落事故の支援準備を完了】 

2015-12-20 19：35：18 

記者が、20 日に中国赤十字本部から得た情報では、深圳での事故発生後、広東省赤十字が記入体制を起

動し、救援隊と医療救援隊は既に準備を整えている。省赤十字社は既に広州災害支援センターへの救援物

資の支出を認めており、随時被災地に救援物資を出せるようになっている。（呉晶） 

 

深圳山体崩落事故避難者 900 人 行方不明 22 人 

2015-12-20 18：31：05 

新華社深圳 12 月 20 日電（記者 彭勇） 

記者が、20 日午后に深圳市光明新区の現場救援指揮部が開催した記者会見で得た情報では、17 時までの

時点で、現場から安全に避難した人が約 900 人、救出された人は 4 人、うち軽症者は 3 名いたが生命の危

険はなく、もう一人は負傷していなかった； 男性 17 人、女性 5 人、計 22 名の人と連絡が取れていないと

いうことだ。初歩調査によると今回の崩落事故で 15 社 22 棟の工場建屋が埋まっているとのことだ。 

深圳市と光明新区はすでに救急救援プランを起動し、現場には救援指揮部が設置され、現場捜査救援グ

ループや、現場観測グループ、医療保障グループ等 10 のグループが配備されているが、同時に公安消防、

公安特警、衛生、応急、安監、弁事処、住建、規土等 1500 人近くの人が捜索救援活動にあたっている。 

広東省消防総隊では、東莞と恵州、省特殊勤務部隊の 3 支隊、計 100 人が救援活動に当たっている。 

情報によると、20 日昼前の 11 時 40 分頃、深圳市光明新区鳳凰社区恒泰裕工業団地の裏で山体崩落事故

が発生したとのことだ。 

 

【光明新区山体崩落 記者会見開催】 



（深圳市光明新区管理委員会の公式微博  2015 年 12 月 20 日 17：55 発表） 

2015 年 12 月 20 日昼前の 11 時 40 分頃、深圳市光明新区鳳凰社区恒泰裕工業団地の裏で山体崩落事故が

発生した。 初歩調査によると今回の崩落事故で 15 社 22 棟の工場建屋が埋まっている。発表時点では、現

場から安全に避難した人が約 900 人、救出された人は 4 人、うち軽症者は 3 名いたが生命の危険はなく、

もう一人は負傷していなかった； 男性 17 人、女性 5 人、計 22 名の人と連絡が取れていないということ

だ。正確な数字については現在調査中である。 

深圳市と光明新区はすでに救急救援プランを起動し、現場に救援指揮部を迅速に設置、現場捜査救援や

現場観測、医療保障、調査対応、記者会見対応、二次災害予防、周囲警戒、交通整理、通信確保、後方勤務

保障等 10 のグループが配備されている。 公安消防、公安特警、衛生、応急、安監、弁事処、住建、規土等

1500 人近くの人が捜索救援活動にあたっている。 広東省消防総隊では、東莞と恵州、省特殊勤務部隊の 3

支隊、計 100 人が救援活動に当たっている。 

 

事故発生後、中央政治局委員で省委員会書記の胡春華書記が、直ちに指示を出し、馬興瑞書記や許勤視

聴に直ちに北京から現場に戻り処置工作をするように要求した。 国務委員で公安部長の郭声崑は、直ちに

消防等の救援を展開し、急ぎ死傷者人数を調査し、全力で社会秩序を維持するようにと要求した。 

広東省委員会、省政府は高度にこれを重視している。 情報入手後、深圳市委書記の馬興瑞は１．全力で

被災者の捜索救援にあたること、２．科学的に救援活動を組織すること、３．全力を上げて二次災害の発

生を避けることを要求した。 省常務委員で、省政法委書記の林少春、省政府の劉志庚副省長らは真っ先に

現場に到着し、救援の指揮にあたった。 

深圳市副初期の李華楠、深圳市常務委員で常務副市長の張虎、市常務委員郭永航、劉慶生副市長と光明

新区の指導者は、ただちに現場に赴き、直ちに人員を分散し全力で救援活動を展開している。 

 

【これまでの報道】 

①公安部消防局指揮センター情報：崩落により約⑳棟の建築物が押し倒され、被災面積は１万平方メー

トル以上。②生命探索器で倒壊現場内に生命の痕跡を捜索。③周囲の天然ガスステーションは緊急閉鎖さ

れているのでガス漏れの心配はない。④現場には小雨が降っており、救援活動には困難が伴っている。（中

央電子台記者 朱恵容 呉思雅） 
 

【これまでの報道】 

20 日、11 時 42 分、光明新区長圳紅坳村の鳳凰社区宝泰園付近で山が崩れ、ガスステーションが爆発、

20 棟の工場建屋が倒壊、多くの人が被災、死傷者数は算定できていない。 公安消防が既に現場に赴き、救

援活動を展開。市幹部は光明新区や衛生計生委に全力で救援に当たること、住建局は、機械設備を調達し

て全力でサポートをしている。 公安交通警察が現場の交通整理にあたっている。（来源：深圳市ネット情

報弁公室の公式微博） 

＠深圳消防鉄軍微博によれば、これまでに 18 の中隊、消防員 185 名、消防車両 37 両と災害救助犬分隊

が現場入りしている。 13 時 13 分、現場では既に 4 名の被災者を救出（1 人軽傷、その他 3 人は無傷）し

たが、この他に 1 名が発見されているが現在救助中。 

 

【深圳で山体崩落発生】 

新華社深圳 12 月 20 日電（記者 彭勇） 

記者が多方面から得た情報では、深圳市光明新区の紅坳村柳渓工業団地で大規模な山体崩落が発生し、

現在人数を確認しているところだ。 現地宣伝部門は、現在、死傷者が出ているか否かはまだ確定できてい

ない。記者は現場にて状況をしった。 

 

深圳市公安消防支隊公式微博情報：12 月 20 日 11 時 40 分頃、光明長圳浪村ガスステーションそばの山

体が崩落、通報を受けた後、119 が光明、公明、特勤 2 中隊、消防車 7 両、消防員 30 名が現場で処置にあ

たっている。 現在、山体の崩落により、1 棟が倒壊しており、倒壊範囲は大きい。 情報では、現場には要

救助者がおり、消防がその捜索をしているところだ。 同時に、増援部隊が現場に赴いている。 

現在現場で処置にああっている消防署員は、工業パークと城中村は、隣接しており、埋没地点には城中

村の一部も含まれている。 状況はかなり申告で現在捜索隊が既に進駐している。 

 

【山体崩落＃深圳で十数棟のビルが倒壊！ 人に被害も】 

中央電子台ニュースセンターオフィシャル微博 12 月 20 日 13 時 30 分頃発信の微博情報： 

本日 11：40、深圳光明長圳洪浪村のガスステーション付近で山体が崩落、通報を受けて、光明、公明、



特勤二中隊と消防車両 7 台、消防員 30 名が現場の処置にあたっている。 現在、山体の崩落により多く伸

びるが倒壊し、倒壊範囲は広く、現場には要救助者がおり、消防が捜索救助にあたっている。 （CCTV 記

者 巍星） 

 

編集：姚丹萍、周継堅、王浩程、肖磊涛 
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深圳山体滑坡、西气东输管道爆炸致 27 人失联 
搜狐新闻 news.sohu.com 2015-12-20 20:50:33 来源：新华网 

--------------------------------------------------------------------------------  

【深圳滑坡事件失联人员总数升至 59名】 

新华社快讯：深圳市应急办主任杨峰 20 日晚间表示，截至 23 时，深圳山体滑坡事件中失联人员总数已经

上升到 59名，其中男性 36名，女性 23名。 

 

【深圳山体滑坡、西气东输管道爆炸致 27人失联】 

12 月 20 日 11 时 40 分许，广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道

发生爆炸。截至 19时，已导致 22栋民宅和厂房被埋，现场塌方面积 10多万平方米，造成 3人受伤，另有 27

人失联。 

广东省红会为深圳滑坡事故启动应急机制 救灾物资和救援力量全部就绪 

2015-12-20 20:13:34 

新华社北京 12 月 20 日电（记者 吴晶、施雨岑）记者 20 日从中国红十字会总会了解到，深圳滑坡事故发

生后，广东省红十字会已启动应急机制，积极协调深圳红会了解灾情和需求，同时省红会赈济救援队和医疗

救援队已完成备勤，将根据灾区需求随时赴灾区开展救援工作。省红会已核验广州备灾救灾中心救灾物资，

可随时调拨灾区。 

灾害发生后，红十字会总会及时与广东省红会取得联系，了解灾情和需求。 

 

【红十字会已做好深圳滑坡事故救灾准备】 

2015-12-20 19:35:18 

记者 20日从中国红十字会总会了解到，深圳滑坡事故发生后，广东省红十字会启动应急机制，省红会赈济

救援队和医疗救援队已完成备勤。省红会已核验广州备灾救灾中心救灾物资，可随时调拨灾区。（吴晶） 

 

深圳山体滑坡事故撤离 900人 22人失联 

2015-12-20 18:31:05 

新华社深圳 12 月 20 日电（记者 彭勇）记者从 20 日下午深圳市光明新区现场救援指挥部召开的新闻发布

会上获悉，截至 17时，现场已经安全撤离约 900人，救出被困人员 4人，其中 3人轻伤、暂无生命危险，另

1 人未受伤；共有 22 人未能取得联系（其中 17 人为男性，5 人为女性）。经初步核查，此次滑坡事故共造成

22 栋厂房被掩埋，涉及 15家公司。 

深圳市和光明新区已启动救援应急预案，成立现场救援指挥部，成立现场搜救组、现场监测组、医疗保障

组等十个小组，并组织公安消防、公安特警、卫生、应急、安监、办事处、住建、规土等部门近 1500人开展

搜救工作。广东省消防总队调集东莞、惠州、省特勤 3个支队共 100人参与搜救工作。 

据悉，20日中午 11：40分左右，深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业集团后侧发生一起山体滑坡事故。 

 

【光明新区召开山体滑坡新闻发布会】 

（深圳市光明新区管理委员会官方微博 发布于 2015年 12 月 20日 17:55） 

2015 年 12 月 20 日中午 11：40 分左右，光明新区光明办事处凤凰社区恒泰裕工业集团后侧发生一起山体

滑坡事故。经初步核查，此次滑坡事故共造成 22 栋厂房被掩埋，涉及 15 家公司。截至发稿，现场已经安全

撤离约 900人，救出被困人员 4人，其中 3人轻伤，暂无生命危险；另 1人未受伤。目前，共有 22人未能取

得联系（男 17，女 5）。准确数据正在核查中。 

深圳市和光明新区立即启动救援应急预案，迅速成立现场救援指挥部，成立现场搜救组、现场监测组、医

疗保障组、核查人员组、新闻发布组、次生灾害防范组、外围警戒组、交通疏导组、通讯保障组、后勤保障组

等十个小组。组织公安消防、公安特警、卫生、应急、安监、办事处、住建、规土近 1500 人，全面开展搜救

http://news.sohu.com/20151220/n431982015.shtml


工作。省消防总队调集东莞、惠州、省特勤 3个支队共 100 人参与搜救工作。 

事故发生后，中央政治局委员、省委书记胡春华立即作出指示，要求马兴瑞书记、许勤市长立即从北京赶

回现场组织处置工作。国务委员、公安部长郭声琨要求，立即组织消防等开展救援，尽快核查伤亡人数，全力

维护社会秩序。 

广东省委、省政府高度重视。接报后，深圳市委书记马兴瑞要求，一全力救援搜救被困人员，二科学组织救

援工作，三全力避免发生次生灾害。省委常委、省政法委书记林少春，省政府副省长刘志庚第一时间赶到现

场，指挥救援。 

深圳市副书记李华楠，深圳市委常委、常务副市长张虎，市委常委郭永航，副市长刘庆生等，和光明新区领

导第一时间赶赴现场，立即组织疏散人员，全力开展救援工作。 

 

【早前报道】 

①据公安部消防局指挥中心消息，滑坡已造成约 20 栋建筑被埋压，波及面积 1 万余平方米 ②生命探测仪

探测到倒塌建筑物内有生命迹象 ③周围煤气站已紧急关闭，暂无煤气泄漏危险 ④现场下起小雨，给救援工

作带来困难。（央视记者朱慧容 吴思雅） 

 

【早前报道】 

20 日 11 时 42 分，光明新区长圳红坳村凤凰社区宝泰园附近山坡垮塌，导致煤气站爆炸，20 栋厂房倒塌，

多人被困，伤亡尚无法估计。公安消防已赶赴现场开展抢救工作。市领导指示光明新区、卫计委全力救援，住

建局调动机械设备全力支持。公安交警疏导现场交通。（来源：深圳市互联网信息办公室官方微博） 

据@深圳消防铁军微博，目前，已调 18中队、185名消防员、37辆消防车和搜救犬分队赶赴现场。13时 13

分，现场报称已解救出 4名被困人员（1人轻伤，其他 3人无受伤），另外发现还有 1名群众被困，正在营救。 

 

【深圳发生山体滑坡】 

新华社深圳 12月 20日电（记者 彭勇）记者从多方证实，深圳市光明新区红坳村柳溪工业园发生较大规模

的山体滑坡，现在还在清点人数。当地宣传部门表示，目前不确定有无人员伤亡。记者正在赶赴现场了解情

况。 

深圳市公安消防支队官方微博的消息：12月 20日 11时 40 分许，光明长圳洪浪村煤气站旁山体滑坡，接警

后，119 迅速调光明、公明、特勤二中队 7 辆消防车、30 名消防员到场处置。目前，山体滑坡已造成一栋楼

坍塌，坍塌范围较大，据了解，现场有人被困，消防正在搜救被困人员。同时，各增援力量正赶往现场。 

正在现场处置的消防人员说，工业园和城中村靠在一起，被吞没的也有一部分城中村。情况可能会比较严

重，目前搜救队已经进驻。 

 

【山体滑坡致#深圳十余栋楼房倒塌！有人被困】 

中央电视台新闻中心官方微博 12 月 20 日 13 时 30 分许发布微博称：今日 11:40，深圳光明长圳洪浪村煤

气站旁山体滑坡，接警后，光明、公明、特勤二中队 7辆消防车、30名消防员到场处置。目前，山体滑坡已

造成多栋楼坍塌，坍塌范围较大，据了解，现场有人被困，消防正在搜救被。（央视记者 魏星） 
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20151220A 深圳山崩れ、パイプライン爆発 行方不明 27 人（捜狐新聞） 


