
１．本省及び地方支分部局の体制について

国　土　交　通　本　省 6月18日 7：58 非常体制

近畿地方整備局 6月18日 7：58 非常体制 近畿運輸局 6月18日 7：58 非常体制

神戸運輸監理部 6月18日 7：58 警戒体制

中部地方整備局 6月18日 7：58 注意体制 中部運輸局 6月18日 7：58 注意体制

四国地方整備局 6月18日 7：58 注意体制 四国運輸局 6月18日 7：58 注意体制

国土地理院 6月18日 7：58 非常体制 気象庁 6月18日 7：58 非常体制
国土技術総合政策研究所 6月18日 7：58 非常体制

２．地震の概要

○発生日時　平成30年6月18日　7時58分

○震源地　　大阪府北部（北緯３４．８度、東経１３５．６度）

○震源の深さは１３ｋｍ（暫定値）、地震の規模（マグニチュード）は６．１（暫定値）

○各地の震度（震度４以上）＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度６弱 大阪府

震度５強 大阪府

京都府

震度５弱 大阪府

京都府

滋賀県

兵庫県

奈良県 大和郡山市北郡山町＊ 御所市役所＊

高取町観覚寺＊ 広陵町南郷＊

尼崎市昭和通＊ 西宮市宮前町 西宮市平木＊

伊丹市千僧＊ 川西市中央町＊

精華町南稲八妻＊

大津市南郷＊

亀岡市安町 城陽市寺田＊ 向日市寺戸町＊

京田辺市田辺＊ 南丹市八木町八木＊ 井手町井手＊

大東市新町＊ 豊能町余野＊ 能勢町役場＊

京都西京区樫原＊ 宇治市宇治琵琶 宇治市折居台＊

大阪淀川区木川東＊ 豊中市曽根南町＊

枚方市大垣内＊ 茨木市東中条町＊

箕面市粟生外院＊

大阪東淀川区柴島＊ 大阪生野区舎利寺＊

大阪国際空港 池田市城南＊ 守口市京阪本通＊

大山崎町円明寺＊ 久御山町田井＊

大阪福島区福島＊ 大阪此花区春日出北＊

摂津市三島＊ 交野市私部＊ 島本町若山台＊

亀岡市余部町＊ 長岡京市開田＊ 八幡市八幡＊

災　害　情　報
平成30年6月18日　11:00作成

国土交通省

大阪府北部を震源とする地震について（第３報）

大阪北区茶屋町＊ 高槻市立第２中学校＊

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

豊中市役所＊ 吹田市内本町＊ 高槻市桃園町

高槻市消防本部＊ 寝屋川市役所＊ 箕面市箕面

大阪都島区都島本通＊ 大阪東淀川区北江口＊
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○津波情報

この地震による津波の心配はありません。

○18日10時30分現在、震度１以上を観測した地震が９回（最大震度２：３回、１：６回）発生

３．国土交通省の対応

○大臣指示 8:15

○災害対策本部会議 9:30実施

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

○所管施設等について点検中

○災害対策用ヘリコプター

○ホットライン　高槻市、枚方市に確立、現在情報確認中

４．気象庁の対応

○記者会見　10:00

○気象庁災害対策本部会議開催　（18日10：45）

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣について調整中

５．海上保安庁の対応

６．国土地理院の対応

７．国土技術政策総合研究所等の対応

○９：３０　国総研災害対策本部会議を開催

○国土技術政策総合研究所、土木研究所及び建築研究所より、専門家派遣準備中

○リエゾン（TEC-FORCE）
　京都府（１人）、大阪府（１人）、兵庫県（１人）、奈良県（１人）、滋賀県（１人）、高槻市（３人）、枚方市（２人）

○地震対策図を関係機関に提供

１．体制
　0800海上保安庁地震災害対策本部設置
　　　　第五管区海上保安本部地震災害対策本部設置
２．被害状況
　確認中
３．対応状況
　回転翼航空機が大阪湾内沿岸部被害状況調査実施中
　固定翼及び回転翼航空機にて徳島県・和歌山県沿岸部被害状況調査実施中
　巡視船艇にて大阪湾周辺海域・臨海部重要施設の被害状況調査実施中
４．対応勢力
（１）現場対応中
　巡視船艇：３２隻
　航空機：３機
（２）リエゾン派遣中
　大阪府１名、兵庫県２名
５．航行警報等の発出状況
　０８０８航行警報発出
　０８２０海の安全情報発出
　０９１９ＡＩＳ情報発信
６．当庁施設等の被害状況
　被害情報なし

・ほくりく号　　9:50 新潟空港を離陸、12:50 大阪八尾空港に到着予定
　　　　　　　 　ヘリサット配信予定
　　　　　　　 　カメラマン搭乗、職員の搭乗無し

・愛らんど号 　9:20　高松空港を出発
　　　　　　　　10:20　大阪八尾空港に到着
　　　　　　　　ヘリサット配信予定
　　　　　　　　カメラマン搭乗、職員の搭乗無し
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８．所管施設等の状況

○河川

■点検状況

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

京都府 淀川 七谷川

京都府 淀川 犬飼川

京都府 淀川 年谷川

京都府 淀川 曽我谷川

京都府 淀川 新川

京都府 淀川 桂川

京都府 淀川 不動川

京都府 淀川 井関川

京都府 淀川 渋川

京都府 淀川 天神川

京都府 淀川 南谷川

京都府 淀川 玉川

京都府 淀川 長谷川

京都府 淀川 青谷川

京都府 淀川 手原川

京都府 淀川 天津神川

京都府 淀川 防賀川

京都府 淀川 馬坂川

近畿 大和川 佐保川 8:30

都道府県 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

近畿 大和川 大和川 8:30

近畿 大和川 曽我川 8:30

近畿 淀川 藻川 8:30

近畿 淀川 瀬田川 8:30

近畿 淀川 木津川 8:30

近畿 淀川 猪名川 8:30

近畿 淀川 桂川 8:30

近畿 淀川 宇治川 8:30

１．国管理河川
(1)淀川水系
　①淀川、桂川、宇治川、木津川（淀川河川事務所）
　②猪名川、藻川（猪名川河川事務所）
　③瀬田川（琵琶湖河川事務所）
(2)大和川水系
　大和川（大和川河川事務所）
※速報です。
２．府県管理河川※速報
(1)大阪府：淀川水系田尻川など８６河川　　計１水系８６河川
(2)京都府：淀川水系防賀川など２５河川　　計１水系２５河川
(3)兵庫県：武庫川水系武庫川など１２河川、淀川水系神崎川など１３河川、蓬川水系蓬川
        新川水系新川、東川水系東川など２河川、洗戎川水系洗戎川、夙川水系夙川
        堀切川水系堀切川、宮川水系宮川、芦屋川水系芦屋川　　計１０水系３４河川
(4)奈良県：大和川水系大和川など１５河川　　計１水系１５河川

整備局 水系 河川
一次点検 二次点検

開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

近畿 淀川 淀川 8:30
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大阪府 淀川 土室川分水路

大阪府 淀川 下音羽川

大阪府 淀川 箕川

大阪府 淀川 郷之久保川

大阪府 淀川 川合裏川

大阪府 淀川 裏川

大阪府 淀川 佐保川

大阪府 淀川 勝尾寺川

大阪府 淀川 新大正川

大阪府 淀川 茨木川

大阪府 淀川 境川

大阪府 淀川 三条川

大阪府 淀川 山田川

大阪府 淀川 大正川

大阪府 淀川 正雀川

大阪府 淀川 正雀川分水路

大阪府 淀川 上の川

大阪府 淀川 安威川

大阪府 淀川 旧猪名川

大阪府 淀川 糸田川

大阪府 淀川 兎川

大阪府 淀川 高川

大阪府 淀川 初谷川

大阪府 淀川 天竺川

大阪府 淀川 切畑川

大阪府 淀川 石田川

大阪府 淀川 余野川

大阪府 淀川 木代川

大阪府 淀川 茶長阪川

大阪府 淀川 神田川

大阪府 淀川 箕面川

大阪府 淀川 石澄川

大阪府 淀川 箕面鍋田川

大阪府 淀川 芋川

大阪府 淀川 山辺川

大阪府 淀川 千里川

大阪府 淀川 山田川

大阪府 淀川 長谷川

大阪府 淀川 木野川

大阪府 淀川 大原川

大阪府 淀川 一庫・大路次川

大阪府 淀川 野間川

京都府 淀川 天神川放水路

大阪府 淀川 田尻川

京都府 淀川 乾谷川放水路

京都府 淀川 井関川放水路

京都府 淀川 本梅川

京都府 淀川 弥陀次郎川

京都府 淀川 三俣川

京都府 淀川 園部川
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兵庫県 淀川 左門殿川

大阪府 淀川 谷田川

淀川 昆陽川

兵庫県 淀川 上坂部川

淀川 権現川

兵庫県 淀川 神崎川

淀川 寝屋川導水路

大阪府 淀川 城北川

淀川 古川

大阪府 淀川 恩智川

大阪府

淀川 旧淀川

大阪府 淀川 土佐堀川

大阪府 淀川 前川

大阪府 淀川 北川

大阪府 淀川 天野川

大阪府 淀川 藤田川

大阪府 淀川 船橋川

大阪府 淀川 穂谷川

大阪府 淀川 水無瀬川

大阪府 淀川 年谷川

大阪府 淀川 東檜尾川

大阪府 淀川 田能川

大阪府 淀川 東山川

大阪府 淀川 檜尾川

大阪府 淀川 真如寺川

大阪府 淀川 西山川

大阪府 淀川 芥川

大阪府 淀川 女瀬川

大阪府 淀川 中島川

大阪府 淀川 西島川

大阪府 淀川 神崎川

大阪府 淀川 左門殿川

大阪府

大阪府 淀川 尻無川

大阪府 淀川 寝屋川

大阪府 淀川 正連寺川

大阪府 淀川 六軒家川

大阪府

大阪府 淀川 平野川

大阪府 淀川 平野川分水路

大阪府 淀川 讃良川

大阪府 淀川 岡部川

大阪府

大阪府 淀川 江蝉川

淀川 清滝川

大阪府 淀川 清滝川分水路

大阪府

大阪府 淀川 南前川

大阪府 淀川 たち川

大阪府

淀川 鍋田川

大阪府 淀川 打上川

兵庫県 淀川 庄下川

兵庫県

兵庫県 淀川 伊丹川

兵庫県 淀川 昆陽川捷水路
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奈良県 紀の川 高見川

奈良県 紀の川 紀の川（吉野川）

奈良県 紀の川 丹生川

奈良県 大和川 地蔵院川

奈良県 大和川 秋篠川

奈良県 大和川 佐保川

奈良県 大和川 高瀬川

奈良県 大和川 寺川

奈良県 大和川 米川

奈良県 大和川 高取川

奈良県 大和川 飛鳥川

奈良県 大和川 高田川

奈良県 大和川 葛城川

奈良県 大和川 富雄川

奈良県 大和川 曽我川

奈良県 大和川 葛下川

奈良県 大和川 竜田川

奈良県 淀川 芳野川

奈良県 大和川 大和川

奈良県 淀川 名張川

奈良県 淀川 宇陀川

兵庫県 宮川 宮川

兵庫県 芦屋川 芦屋川

兵庫県 夙川 夙川

兵庫県 堀切川 堀切川

兵庫県 東川 津門川

兵庫県 洗戎川 洗戎川

兵庫県 新川 新川（西宮市）

兵庫県 東川 東川

兵庫県 武庫川 畑川

兵庫県 蓬川 蓬川

兵庫県 武庫川 猪切谷川

兵庫県 武庫川 どん尻川

兵庫県 武庫川 船坂川

兵庫県 武庫川 太多田川

兵庫県 武庫川 名塩川

兵庫県 武庫川 仁川

兵庫県 武庫川 天王寺川

兵庫県

兵庫県 淀川 空港川

兵庫県 武庫川 西川

兵庫県 武庫川 川西川

兵庫県 武庫川 有馬川

淀川 中島川

兵庫県 淀川 旧左門殿川

淀川 富松川

兵庫県 淀川 猪名川

兵庫県 淀川 旧猪名川

兵庫県

兵庫県 武庫川 武庫川
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■被害状況

＜国管理河川＞

１）一般被害

被害情報なし

２）河川管理施設等被害

被害情報なし

＜都道府県管理河川＞

１）一般被害

被害情報なし

２）河川管理施設等被害

被害情報なし

○管理ダム

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

余呉湖ダム

宇曽川ダム

日野川ダム

石井ダム 兵庫県

みくまりダム 兵庫県

天理ダム 奈良県

天王ダム 兵庫県

青野ダム 兵庫県

三宝ダム 兵庫県

滋賀県

滋賀県

姉川ダム 滋賀県

ダ　ム　名 道府県名 一　次　点　検 二　次　点　検

箕面川ダム 大阪府

滋賀県

布目ダム 淀川水系

室生ダム 淀川水系

比奈知ダム 淀川水系

一庫ダム 淀川水系

日吉ダム 淀川水系

高山ダム 淀川水系

ダ　ム　名 水系名 一　次　点　検 二　次　点　検

天ヶ瀬ダム 淀川水系

ダ　ム　名 水系名 一　次　点　検 二　次　点　検

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害又は水位周知下水道における浸水被害について河
川管理者又は下水道管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数と
は異なる。

＜点検対象ダム数＞
直轄ダム：１ダム（天ヶ瀬ダム）
水機構ダム：６ダム
補助ダム：１７ダム
利水ダム：１９ダム
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４）利水ダム

蔵王ダム 滋賀県

中里ダム 三重県

加佐登ダム 三重県

菰野ダム 三重県

打上ダム 岐阜県

○土砂災害

○土砂災害警戒情報発令基準引き下げを大阪府・京都府と調整中。

鍔市ダム 兵庫県

大迫ダム 奈良県

犬上川ダム 滋賀県

大川瀬ダム 兵庫県

呑吐ダム 兵庫県

八幡谷ダム 兵庫県

常磐ダム 兵庫県

佐中ダム 兵庫県

千苅ダム 兵庫県

立ヶ畑ダム 兵庫県

藤岡ダム 兵庫県

谷山ダム 兵庫県

ダ　ム　名
所在地

都道府県
名

一　次　点　検 二　次　点　検

喜撰山ダム 京都府

丸山ダム 兵庫県

大門ダム 奈良県

畑川ダム 京都府

殿川ダム 香川県 一次点検完了異常なし 二次点検省略

白川ダム 奈良県

初瀬ダム 奈良県

岩井川ダム 奈良県

・被害発生情報なし

◇施設点検
・直轄(近畿地整）
六甲砂防事務所（西宮市５弱）　砂防３カ所、急傾斜２カ所：点検中
大和川河川事務所　地すべり１か所：点検中
紀伊山系砂防事務所　河道閉塞対策箇所について点検完了　異常なし

・都道府県
大阪府(6弱)　点検施設確認中
京都府(5強)　点検施設確認中
兵庫県、奈良県、滋賀県(5弱)　点検中
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

○点検対象及び点検状況

・近畿地方整備局において、国管理の海岸保全施設について点検中。

・大阪府において、海抜ゼロメートル地帯の府管理の海岸保全施設について点検中。

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

○道路
○高速道路
点検に伴う通行止め：
■ネクスコ西日本管理：１１路線１２区間　263km
・E1名神高速　京都南IC～西宮IC 48.5km
・E1A新名神高速　高槻JCT～神戸JCT、城陽JCT～八幡京田辺JCT 44.1km
・E2山陽道　神戸JCT～神戸北IC 2.6km
・E2A中国道　吹田JCT～神戸三田IC 36.7km
・E26阪和道　吹田JCT～大東鶴見IC 13.7km
・E88京滋バイパス　瀬田東JCT～大山崎JCT 27.2km
・E9京都縦貫自動車道　大山崎JCT～丹波IC 41.1km
・E89第二京阪道路　巨椋池IC～門真JCT 28.3km
・E24京奈和自動車道　城陽JCT～木津IC 17.0km
・E93 第二神明道路　須磨IC～月見山IC（上）　0.9km
・E94第二神明北線　永井谷JCT～長坂IC(下)　2.4km
全路線特別巡回（路面）終了、異常無し。現在構造物等の路下点検実施中。

■阪神高速　全線通行止め
　・大阪地区　全線通行止め 147.7km
　　特別巡回（路面）終了
　　現在のところ特に被害なし
　・兵庫地区　全線通行止め 101.3km
　　7号北神戸線の一部を除き特別巡回（路面）完了
　　現在のところ特に被害なし
　・京都地区　全線通行止め.10.1km
　　特別巡回（路面）完了　特に被害無し

３地区とも構造物等の路下点検実施中。
○直轄国道
　・近畿地整管内(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,福井)　21路線(1,485km)　：　パトロール点検実施中
　・中部地整管内(岐阜,愛知,三重)　6路線(84.4km)　：　パトロール点検実施中、R25パト完了異常なし

○一般有料道路
点検に伴う通行止め：被災の情報なし
　・箕面有料道路
　・第二阪奈道路
　・山麓バイバス（神戸市道路公社）

○補助国道（震度４以上、１４府県市）
　・大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、岐阜県、 愛知県
　　三重県、福井県、香川県、大阪市、京都市、堺市、名古屋市、神戸市
　・現在のところ、被害の報告なし
○都道府県道・政令市道（震度４以上、１４府県市）
　・大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、岐阜県、 愛知県、
　　三重県、福井県、香川県、大阪市、京都市、堺市、名古屋市、神戸市
　・・大阪府高槻市道　通学路である小学校のプール脇にある
ブロック塀が倒れ、小学生が心肺停止
　・大阪府道（高槻市内）　水道管破裂により冠水

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等
備考（一般被害状況、対策状況、
避難勧告・指示、避難状況　等）

近畿 大阪府
西淀川区海岸

布屋地区
－ 点検中

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等
備考（一般被害状況、対策状況、
避難勧告・指示、避難状況　等）

近畿 兵庫県 東播海岸 － 点検中

9/12ページ



○鉄道（6月18日　11:00　現在）
（被害状況）

・新幹線の状況

脱線なし

・在来線の状況

　確認中脱線なし

（施設被害）

・JR西日本　茨木（いばらき）～高槻間（たかつき）　電車線設備損傷

　　　　　高槻駅　　　　　　　　　　　　　　　　照明落下

　　　　　向日町駅（むこうまち）　　　　　　　　改札付近コンクリートタイル落下

　　　　　京橋駅　　　　　　　　　　　　　　　　階段スラブ一部コンクリート剥落

・阪急電鉄　京都線　茨木市（いばらきし）駅　 　案内表示板落下

　　　　　千里線　南千里（みなみせんり）駅　 駅舎外壁一部損傷

・大阪市高速電気軌道　御堂筋線　新大阪～東三国（ひがしみくに）間　第三軌条落下

　　　　　　　　　　　〃　　　江坂（えさか）駅　　　　　　　　第三軌条落下

・

・大阪モノレール　万博記念公園駅　分岐器故障

・大阪市電気軌道　御堂筋線　第三軌条落下

・大阪市電気軌道　中央線　第三軌条がいし破損

　

（運行状況）

・新幹線の状況

・在来線の状況

　１１事業者　　６０路線　運転休止

阪急電鉄 伊丹線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 神戸線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 今津線 全線 6/18 7:58 点検中

南海電気鉄道 加太線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

南海電気鉄道 高野線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

南海電気鉄道 多奈川線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

南海電気鉄道 和歌山港線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

南海電気鉄道 高師浜線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

南海電気鉄道 空港線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

京阪電気鉄道 石山坂本線 全線 6/18 7:58 点検中

南海電気鉄道 南海本線 全線 6/18 7:58 6/18 9:25

京阪電気鉄道 京津線 全線 6/18 7:58 点検中

京阪電気鉄道 交野線 全線 6/18 7:58 点検中

京阪電気鉄道 鴨東線 全線 6/18 7:58 点検中

京阪電気鉄道 京阪本線 全線 6/18 7:58 点検中

近畿日本鉄道 吉野線 岡寺-薬水 6/18 7:58 6/18 9:57

京阪電気鉄道 宇治線 全線 6/18 7:58 点検中

近畿日本鉄道 天理線 全線 6/18 7:58 点検中

近畿日本鉄道 御所線 近鉄新庄-御所 6/18 7:58 6/18 9:57

近畿日本鉄道 奈良線 西大寺-奈良 6/18 7:58 点検中

近畿日本鉄道 橿原線 西大寺-田原本 6/18 7:58 点検中

大阪市高速軌道 南港ポートタウン線 全線 6/18 7:58 6/18 10:45

近畿日本鉄道 京都線 京都～高の原 6/18 7:58 点検中

大阪市高速軌道 長堀鶴見緑地線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10
大阪市高速軌道 今里筋線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10

大阪市高速軌道 千日前線 全線 6/18 7:58 点検中
大阪市高速軌道 堺筋線 全線 6/18 7:58

大阪市高速軌道 四つ橋線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10
大阪市高速軌道 中央線 全線 6/18 7:58 第三軌条がいし破損

大阪市高速軌道 御堂筋線 全線 6/18 7:58 第三軌条落下
大阪市高速軌道 谷町線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10

6/18 7:58 点検中
西日本旅客鉄道 東海道線他在来線 全線 6/18 7:58 施設被害あり

北大阪急行線　江坂（えさか）～緑地公園（りょくちこうえん）間　第三軌条落下　

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

東海旅客鉄道 東海道新幹線 米原～新大阪 6/18 7:58 点検中
西日本旅客鉄道 山陽新幹線 新大阪～岡山
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○自動車

・調査中

○海事関係

（２）施設等の被害状況

③　ボートレース場等

・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり

○港湾
■施設等の点検状況

○航空

滋賀県 大津港 地方 点検中 －

所在地 事業者名 被害状況

京都府 八幡市 ボートピア京都やわた
施設の一部が損壊（施設ガラス破損、本日のレー
ス中止）

大阪府
ボートピア梅田 １階発券機故障

兵庫県 尼崎市 尼崎競走場
施設の一部が損壊（施設ガラス破損、スプリンク
ラー故障、本日のレース中止）

大阪府 大阪港 国際戦略 点検中 点検中

兵庫県 尼崎西宮芦屋港 重要 点検中 点検中

大阪高速鉄道 国際文化公園都市モノレール線 全線 6/18 7:58 点検中

都道府県名 港湾名 港格 港湾施設 海岸保全施設

信楽高原鐵道 信楽線 全線 6/18 7:58 点検中

大阪高速鉄道 大阪モノレール線 全線 6/18 7:58 万博記念公園駅 転てつ器転換不能

大阪市
住之江競走場 エレベーター停止

能勢電鉄 日生線 全線 6/18 7:58 点検中

北条鉄道 北条線 全線 6/18 7:58 点検中

北大阪急行 北大阪急行線 全線 6/18 7:58 江坂駅　第三軌条落下

能勢電鉄 妙見線 全線 6/18 7:58 点検中

阪神電鉄 西大阪線 全線 6/18 7:58 点検中

阪神電鉄 武庫川線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 嵐山線 全線 6/18 7:58 点検中

阪神電鉄 本線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 京都線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 千里線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 宝塚線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 箕面線 全線 6/18 7:58 点検中

阪急電鉄 甲陽線 全線 6/18 7:58 点検中

■大阪国際空港
 ・震度5弱
 ・滑走路異常無し
 ・一部天井の崩落、壁面ひび割れが発生
 ・保安検査場の一時閉鎖
 ・ケガ人は現時点ではいないとのこと

■関西国際空港
 ・滑走路異常無し
 ・その他空港施設等に異常無し

■神戸空港
 ・滑走路異常無し
 ・その他空港施設等に異常無し

■八尾空港
 ・滑走路異常無し
 ・その他空港施設等に異常無し

　ＪＡＬ６便欠航
　ＡＮＡ８便欠航
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○住宅・建築物
１．被災状況について

・現在公営住宅被害情報なし
２．エレベーター閉じ込めについて

・各社現在対応中であり、詳細な数値は確認中
３．被災建築物の応急危険度判定

・大阪府において応急危険度判定を実施予定。京都府において検討中。

○国営公園(6月18日11:00現在)

○官庁施設

・近畿地方整備局管内の１施設にて、外壁剥離などの被害情報あり。

○物流関係、観光関係

現時点で被害情報なし

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

京都府 八幡市

国土交通省
近畿地方整
備局淀川河
川事務所

淀川河川公園 点検の結果、大規模な被災はなし。
舗装ブロックの欠け
など小規模な被災
詳細を確認中

○下水道
　07:58　発災
　10:00　滋賀県：処理場・ポンプ場施設被害なし
　10:11　滋賀県：管渠被害なし
　10:28　京都府（京都市除く）：被害情報無し
　　　　　 大阪市：被害情報無し
　　　　　 大阪府：初動体制に入る（これから点検等を実施）

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤

代　表：　０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：　０３－５２５３－８４６１
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