【これは速報であり、数値等は今後も変わることがある】

大阪府北部を震源とする地震について
平成 30 年６月 18 日(18:10)現在
官
邸
対
策
室

１．地震の概要（気象庁）
（１）発生日時

平成30年６月18日 07：58

（２）震源及び規模（暫定値）
大阪府北部（北緯34度50.6分、東経135度37.2分）、深さ 13ｋｍ
マグニチュード6.1
（３）各地の震度（震度５強以上）
・震度６弱 大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市
・震度５強 京都府京都市、亀岡市など１８市町村
（４）津波

この地震による津波の心配なし

２．政府の主な対応
・０８：００ 官邸対策室設置、緊急参集チーム招集
・０８：０３ 総理指示
１．早急に被害状況を把握すること
２．地方自治体とも緊密に連携し、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応
急対策に全力で取り組むこと
３．国民に対し、避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと
・０８：２０
・０８：３２
・０８：５７
・１１：１５
・１５：００
・１６：２８
・１７：４９

緊急参集チーム協議開始
官房長官会見
総理ぶらさがり会見
官房長官会見
関係省庁対策会議
関係局長級会議
関係閣僚会議

３．被害状況（未確認情報を含む）
（１）人的被害
●死者３名（警察庁 18 日 15:30 現在）
・男性 80 歳（大阪市東淀川区）
、家屋の壁崩壊
・女児 9 歳（高槻市）
、寿栄（じゅえい）小学校においてブロック塀崩壊
・男性 85 歳（茨木市）本棚の下敷き
●負傷者 56 名（警察庁 18 日 15:00 現在）
大阪府 27 名、兵庫県 18 名、京都 9 名、三重県 2 名
※参考（消防庁：18 日 17:00 現在）
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307 名
（大阪府 260 名、兵庫県 26 名、京都府 15 名、滋賀県２名、奈良県２名、三重県２名）
●避難者情報（消防庁：18 日 17:00 現在）
・大阪府内 10 市町村
避難所数：462 箇所
避難者数：1,136 名
・兵庫県内 避難所数 8 箇所
・奈良県内 避難所数 4 箇所
●避難指示等（消防庁：18 日 17:40 現在）
・大阪府枚方市 避難指示:1 世帯 避難勧告:1 世帯(土砂災害の危険性のため)
●110 番件数（警察庁 18 日 16:20 現在）
・合計約 748 件（大阪約 537 件、京都約 68 件、兵庫約 143 件）
（参考）大阪府内消防本部 119 番通報多数（消防庁：18 日:08:40 現在）
（参考）エレベーター閉じ込め状況（国土交通省：18 日:15:00 現在）
閉じ込め台数 163 台→うち、救出済み台数 138 台
（２）建築物被害（消防庁：18 日 17:00 現在）
・火災 7 件（鎮火済）
（大阪府大阪市×3、高槻市×1、兵庫県尼崎市×3）
・学校施設（文部科学省：18 日 16:30 現在）
公立学校施設 108 校に物的被害発生
（３）原子力発電所関係（原子力規制庁：18 日 18:00 現在）
原子力施設異常なし
●原子力発電所
発電所名
立地市町村
状況
(電力会社)
高浜（関西）
異常情報なし
福井県高浜町
大飯（関西）

立地市町村震度
４

福井県おおい町

異常情報なし

３

サイト

立地市町村

状況

立地市町村震度

熊取（加工）

大阪府熊取町

異常情報なし

３

●原子力サイクル施設

●その他廃止措置中の原子力発電所（実用炉）
、試験炉、使用施設
サイト
京大 KUR、KUCA（試験）
京大・原子炉実験所
近大 UTR-KINKI（試験）

立地市町村
大阪府熊取町
大阪府東大阪市

状況
異常情報なし

立地市町村震度

異常情報なし

３

異常情報なし

４

（４）ライフライン関係
・電力関係（経済産業省：18 日 16:00 現在）
停電解消（需要家側の問題で、停電が継続している家屋が存在）
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３

・都市ガス（経済産業省：18 日 16:00 現在）
大阪ガス
供給支障：110,000 戸（高槻市 46,000 戸、茨木市 64,000 戸）
※各家庭等での個別安全確認が必要なため、現時点で全面復旧まで８日から１２日
程度かかる見込みだが、大阪ガスをはじめ、全国のガス会社から応援人員を集め、
約 1,000 名体制を構築、早期復旧に向け対応中。
災害拠点病院、その他重要医療施設について、ガスの臨時供給を予定
・ＬＰガス
供給施設：被害情報なし、点検終了、出荷再開
・石油備蓄（経済産業省：18 日 16:00 現在）
製油所 JXTG 堺製油所 通常運転中（出荷再開）
大阪国際石油精製大阪製油所 運転停止、安全点検中（出荷再開）
コスモ石油堺製油所 通常運転中（出荷継続）
油槽所 JXTG 系 大阪油槽所 出荷再開
その他 被害情報なし
・ＳＳ（経済産業省：18 日 16:00 現在）
被害情報なし
・高圧ガス・コンビナート（経済産業省：18 日 16:00 現在）
被害情報なし
・鉱山・火薬類（経済産業省：18 日 16:00 現在）
被害情報なし
・通信関係（総務省：18 日 18:00 現在）
事業者

被害状況等

NTT 東日本

被害なし

固 NTT 西日本
定 NTT コミュニケーションズ

携
帯
電
話
等

復旧済
被害なし

KDDI

被害なし

ソフトバンク

被害なし

NTT ドコモ

復旧済

KDDI(au)

復旧済

ソフトバンクモバイル

【携帯】３局停波（大阪府３局）
【PHS】復旧済

UQ コミュニケーションズ

復旧済

WCP

５局停波（大阪府５局）

・防災行政無線（総務省：18 日 12:30 現在）
被害なし
・放送関係（総務省：18 日 12:30 現在）
被害情報なし
・郵政関係（総務省：18 日 16:30 現在）
郵便物の送達に、半日程度の遅延が発生見込み
大阪府下の４の郵便局において業務を休止
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・水道関係（厚生労働省：18 日 15:50 現在）
高槻市 破損管路修繕のため今後断水実施予定（138,000 人に影響）
大阪府 １５市町（高槻市含む）
、京都府５市町、兵庫県３市 漏水又は濁水
＊応急給水
・高槻市 応急給水（給水車 14 台）準備中
・吹田市 医療施設への応急給水（給水車２台）対応中
＊漏水又は濁水が発生している市町では、漏水箇所の確認及び修繕、
洗管及び排水作業中
（５）交通関係（国土交通省：18 日 15:50 現在）
●道路関係
ネクスコ西日本管内 14:41 交通規制解除（13:00 通行止め解除）
阪神高速 13:20 通行止め解除
●鉄道関係（国土交通省：日 16:00 現在）
・新幹線
東海道新幹線 12:50 全線運転再開
山陽新幹線
14:58 全線運転再開
・在来線
10 事業者 42 路線の全区間または一部区間で運転休止
●航空関係（国土交通省：18 日 15:00）
・運行状況
欠航：出発便 41 便、到着便 41 便（その他は運行中（遅延含む。
）
）
・大阪国際空港：滑走路異常なし、一部天井の崩落、壁面ひび割れが発生
保安検査場の一部閉鎖、けが人情報なし
・関西国際空港：異常なし
・神戸空港：異常なし
・八尾空港：異常なし
（６）その他
●金融機関（金融庁：18 日 09:00 現在）
・４金融機関７店舗が臨時休業
・５金融機関１１箇所のＡＴＭが利用不可

４．各省庁等の対応
●気象庁
１０：００
１０：４５
１６：００
●内閣府
０８：０３

記者会見
災害対策本部会議開催
記者会見
災害対策室設置
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●警察庁
０８：００ 災害警備本部設置
航空隊ヘリの情報収集
大阪府警（２機）
、京都府警、兵庫県警、福井県警、徳島県警
近畿・中部管区広域緊急援助隊が待機中
警視庁災害対策課特殊救助隊が待機中
●消防庁
０７：５８ 消防庁災害対策本部設置
０８：１５ 京都府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に対し、緊急消防援助隊の出動可能
隊数の報告及び出動準備を依頼
０８：３５ 大阪府及び神戸市に対し、緊急消防援助隊の指揮支援隊に出動準備を依頼
０９：００ 消防庁職員２名を大阪府庁へ派遣
０９：１０ 滋賀県及び愛知県に対し、緊急消防援助隊の出動可能隊数の報告及び出動
準備を依頼
０９：１５ 兵庫県知事に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の大阪府への出動を依頼
０９：３０ 兵庫県大隊（航空小隊）が大阪府に向け出動
０９：４０ 消防庁職員１名を大阪市消防局へ派遣
０９：４５ 京都府知事に対し、緊急消防援助隊（航空小隊）の大阪府への出動を依頼
１０：３０ 京都府大隊（航空小隊）が大阪府に向け出動
１２：００ 京都府及び兵庫県(航空小隊)を除く緊急消防援助隊の出動準備を解除
●海上保安庁
現場対応 ：巡視船艇のべ隻数３３隻 １隻（ヘリ搭載型１隻）
航空機延べ機数４機（固定翼１機、回転翼３機）
リエゾン７名派遣
（大阪府１名、兵庫県２名、高槻市１名、枚方市１名、茨木市２名）
０８：００ 海上保安庁対策本部設置
０８：０８ ＮＡＶＴＥＸ航行警報（地震）発出
０８：１２ 日本航行警報発出
０８：１５ 第五管区地域航行警報発出
０８：２０ 第五管区海の安全情報発出（地震発生状況）
０９：１０ ヘリ（MH687）出発（関西空港基地）
０９：１９ ヘリテレ開始
０９：４５ 固定翼（MA728）出発（美保航空基地）
１０：２７ ヘリ（MH689、潜水士２名同乗）出発
１０：４５ ヘリ（MH961、機動救難士２名同乗）出発（美保航空基地）
１２：３０ 第５管区海の安全情報発出（水中障害物情報）
１７：２０ 第５管区海の安全情報発出（標識灯設置）
●防衛省
０８：００ 災害対策室設置
０８：０４ 防衛大臣指示
０８：１４～１１：０６
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１０：０５
１０：３０
１２：００
１２：００
１３：１５
１３：４３
１４：０７
１７：３２
●国土交通省
０８：３０
０９：３０
１１：００
●農林水産省
０８：０５
０８：１５
０８：５５
１０：３０
１２：００
１８：００

被害情報収集等実施（SH-60J×２(小松島)、SH-60K×１(舞鶴)、TC-90×
１（徳島）
、UH-1×２（映像伝送）
、U125A×１（小松）
、UH-60J×１（小松）
）
陸自 36 普連（伊丹）ファストフォース自主派遣（高槻市）
防衛大臣指示
２府２県（京都府、大阪府、兵庫県、三重県）
、13 市１町に Lo を派遣
大阪府知事より、第３師団長に対して、給水支援に係る災害派遣要請
陸自 36 普連（伊丹）の給水部隊（人員約 40 名、車両 10 両（うち水タンク
車 1 両）が吹田市国立循環器病研センターに向け駐屯地を出発
第３後方支援連隊の給水部隊（人員 4 名、車両 2 両（うち水タンク車 1 両）
が吹田市国立循環器病研センターに向け千僧駐屯地発
陸自 36 普連の給水部隊、吹田市国立循環器病研センターにて給水支援開始
陸自 36 普連の給水部隊、箕面市やまもも公園、高槻市立桂本小学校及び
三田町小学校で給水支援開始
近畿地方整備局 国管理河川一時点検開始
災害対策本部会議実施
TEC-FORCE リエゾン派遣中
災害情報連絡室設置
震度４以上の地区（近畿、中四国、東海、北陸各農政局）のダム・ため池
の点検指示
東海、北陸局は点検対象施設なし
震度４以上の国営ダム 8 か所中、2 か所異常なし。残り 6 か所確認中
国営ダム 8 か所一次点検異常なし
施設の点検結果
・国営ダム：8 か所異常なし
・県営ダム：20 か所異常なし
・震度４以上のため池点検対象施設：454 か所（被災あり 5 か所、136 か所
異常なし、313 か所調査中）

●総務省
０８：０１ 災害対策本部
●厚生労働省
０８：００ 情報連絡室設置
１１：００ 災害対策本部設置
ＤＭＡＴの状況（16:20 現在）
・大阪大学と三島救急センターを参集本部とし活動中
活動または移動中 26 隊（大阪大学:10 隊、三島救急センター：16 隊）
・大阪府庁内のＤＭＡＴ調整本部にて大阪医療センターのＤＭＡＴ2 隊、大阪急性期・
総合医療センターのＤＭＡＴ1 隊の計 3 隊が活動中
●法務省
０７：５８ 災害情報連絡室設置
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・収容施設の状況
収容施設（刑事施設、少年院、少年鑑別所及び入国管理センター）
：若干の被害あり
被収容者２名が負傷（大阪拘置所１名、尼ヶ崎拘置支所１名）
収容状況は平穏、業務遂行異常なし
●文部科学省
０８：２１ 災害情報連絡室設置
１６：００ 地震調査研究推進本部地震調査委員会（臨時会）開催
１７：００ 災害応急対策本部設置
●金融庁
０９：００ 災害対策室設置
●環境省
０８：１１ 災害情報連絡室設置
０９：１９ 災害対策チーム設置
●各都道府県の対策本部等設置状況
・大阪府 18 日 7:58 災害対策本部設置
・京都府 18 日 7:58 災害警戒本部設置→10:00 災害対策本部に変更
・兵庫県 18 日 7:58 災害警戒本部設置
・奈良県 18 日 7:58 災害警戒本部設置
・滋賀県 18 日 8:00 災害警戒本部設置
・三重県 18 日 9:10 災害対策本部設置
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