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件   名 
大阪北部で震度６弱を観測。被災状況第１報 

～平成３０年６月 大阪北部地震への対応～ 

  

概   要 

 

○平成 30 年 6 月 18 日 7 時 58 分頃大阪北部で地震（震度６弱）

が発生したため、近畿地方整備局災害対策本部は非常体制を発

令しました。 

○所管施設における 13 時 20 分時点の被災状況は別紙のとお

り。 

  

取 扱 い － 

  

配 布 場 所 
近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、神戸海運記者クラブ、

神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

国土交通省近畿地方整備局 ＴＥＬ（代表）：06-6942-1141 

災害対策室直通：06-4790-7520  

全般に関する事項 

 企画部 企画調査官 若尾
わ か お

（内線 3113）(直通 06-6942-4090) 

 

都市・公園・住宅及び下水道に関する事項 

 建政部 都市調整官 伊庭
い ば

（内線 6113）(直通 06-6942-1080) 

 

河川に関する事項 

 河川部 河川調査官 山口
やまぐち

（内線 3513）(直通 06-6945-6355) 

     河川計画課長 橋爪
はしづめ

（内線 3611） 

 

道路に関する事項 

 道路部 道路保全企画官 河合
か わ い

（内線 4121）(直通 06-6941-2500) 

 

港湾・空港に関する事項 

 港湾空港部 港政調整官 平
ひら

見
み

（内線 6412）(直通 078-391-7571) 

 

営繕に関する事項 

 営繕部 計画課長 竹村
たけむら

（内線 5151）(直通 06-6944-0004) 

 



 

１．道路関係施設の状況 

● 高速道路の通行止め 

①ネクスコ西日本は点検が完了し全線通行止め解除 

②阪神高速道路は点検が完了し全線通行止め解除 

 

■直轄国道の状況 

  現時点で被害は確認されていない。通行止め無し 

 

福井県：点検完了。 

滋賀県：点検完了。 

京都府：往路点検完了。構造物等の詳細点検中 

大阪府：往路点検完了。構造物等の詳細点検中 

兵庫県：往路点検完了。構造物等の詳細点検中 

奈良県：点検完了。 

 

■補助国道・地方道の状況 

①府道１６号（大阪府高槻市）⇒水道管破裂による通行止め 

②市道栄町 306 号（大阪府高槻市）⇒小学校の外壁倒壊による通行止め 

③主要地方道枚方亀岡線（京都府亀岡市）⇒落石により通行止め 

 

●渋滞等の状況 

一部道路に渋滞が発生しています。最新の交通状況については、日本道路

交通情報センター（JARTIC)災害時情報提供サービスをご確認ください。 

URL http://www.jartic.or.jp/ 

 

 

２．河川関係施設の状況 

■緊急点検状況 

 一部点検終了→淀川で天端クラック、護岸破損報告、点検が終了したその他

の箇所で異常の報告はない 

 その他は現在点検中 

○河川 

大戸川ダム 9:00 点検終了、異常なし 

琵琶湖：瀬田川 10 時 21 分点検終了。野洲川 10 時 53 分点検終了異常なし 

淀川：点検一部終了（天端クラック 4箇所、高水護岸破損報告あり） 

大和川：点検終了。異常無し 

【大阪北部地震における所管施設の状況】

１３：２０現在 

【様式０１－大阪北部地震の概要】  



猪名川：10 時 45 分に猪名川右岸、藻川、余野川が点検終了 異常なし 

猪名川左岸点検中。 

姫路（東播）海岸：点検終了（現時点異常なし） 

 

○ダム 

直轄ダム 天ヶ瀬ダム 10:45 1 次点検終了。異常なし 2 次点検実施中 

猿谷ダム（震度 2：対象外）9:00 異常なし 

大滝ダム（震度 3：対象外）9:00 異常なし 

機構ダム 日吉ダム（震度 5）8:15 異常なし 

高山ダム（震度 4）8:33 異常なし 

青蓮寺ダム（震度 3：対象外）異常なし 

室生ダム（震度 4）8:33 異常なし 

布目ダム（震度 4）8:33 異常なし 

比奈知ダム（震度 3：対象外）異常なし 

 

■府県管理河川 

○連絡体制構築済み。河川、海岸、砂防、ダム現在のところ被害情報なし 

 

 

３．港湾・空港関係施設の状況 

■港湾関係 

①直轄事務所・港湾管理者からの情報 

・神戸港：コンテナバース、臨港道路、神戸空港、ハーバーハイウェイ 

被災なし(10:40) 

・尼崎西宮芦屋港・柴山港：点検中（現時点で被災情報なし） 

・大阪港： 

 10:20～ 点検中 C10,11,12 被災なし(DICT より) 

 11:18 臨港道路 ※被災なし・通行止めなし(橋梁・トンネル) 

・堺泉北港・阪南港：被災なし(10:55) 

・舞鶴港：点検中(大きな被災は見当たらない) 

・和歌山港・日高港：通常業務体制 

・滋賀県：地方港湾(4 港)施設被災なし(10:59) 

(2)船舶の運航状況（東洋信号所情報） 

9:40 神戸港・尼崎西宮芦屋港・大阪港・堺泉北港においては船舶の運 

航通常通り,クレーンの倒壊なし 

(3)港運協会の情報 

  10:15 兵庫県港運協会 元請 18 社中 16 社確認 



      →日本通運で貨物落下 1件あり 他は被災なし 

  10:15～12:00 大阪港運協会 電話つながらず 

(4)直轄工事中の施設 

・神戸港 被災なし(10:40) 

・大阪港 確認中 

・舞鶴港・柴山港 異常なし(10:10) 

・和歌山港 異常なし(9:22) 

(5)保安部情報 

第五管区本部：海上事故なし、危険物岸壁 異常なし 

(6)SOLAS 関連施設 

大阪港・堺泉北港・阪南港・神戸港： 

埠頭施設管理者において確認済（異常なし） 

 

■八尾空港の被災情報等 

 11:15 被災なし・運用中 

 

 

４．公園関係施設の状況 

■国営公園 

・明石海峡公園、飛鳥・平城宮跡歴史公園  ： 通常開園 

・淀川河川公園 ： 公園施設点検中のため閉園 

■自治体管理の都市公園、下水道等、現在のところ被害状況なし 

 

 

５．営繕関係施設の状況 

 管内の官庁施設について情報収集中 

 

６．リエゾン・ＴＥＣ派遣・ヘリの状況 

●リエゾン 

・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）、茨木市（１人）、箕面市（２人） 

 

●TEC 派遣リエゾン 

・ＴＥＣ先遣隊 中部・中国より派遣（本局） 

・ＴＥＣ先遣隊 近畿４人派遣（高槻市役所） 

 

●ヘリ 



・愛らんど号 １次調査終了、１３：１０より２次調査予定 

 ・ほくりく号 調査中 

 

 

７．今後の対応 

●被害状況の把握に全力 

●被災自治体に派遣中のリエゾン情報を踏まえ支援要請対応中 



■日本道路交通情報センター（JARTIC) 災害時情報提供サービス
URL：http://www.jartic.or.jp/ トップページ

大阪北部の地震により大阪府で道路及
び道路交通に影響を及ぼす事象が発生
しているため、６月１８日午前１１時より
JARTICのホームページにて、道路交通
情報の提供が実施されています。

大阪市内の渋滞情報の例


