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TEC-FORCE が各市に被災状況調査結果を報告 等
件

名

大阪北部で震度６弱を観測。被災状況（第９報）
～平成３０年６月 大阪府北部を震源とする地震への対応～

○所管施設における 6 月 22 日 12 時 00 分時点の被災状況等は
別紙のとおり。

概

要

～第８報からの更新箇所～
＜公園関係施設の状況＞
・大阪府 松崎公園：異常なし
・京都府 西山公園：異常あり
・万博記念公園：異常あり
・被災宅地危険度判定 6/21 実施：箕面市
＜リエゾン・ＴＥＣ派遣・ヘリの状況＞
・リエゾン派遣（現在、延べ57名）
・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣
高槻市：6/21_被災状況調査の結果を高槻市長に報告
6/22_1 班(2 名)派遣
箕面市：6/21_被災状況調査の結果を箕面市長に報告
6/22_2 班(8 名)派遣
茨木市：6/21_被災状況調査の結果を茨木市長に報告
・近畿地方整備局よりブルーシートを新たに支援
箕面市：6/21 130枚
・6/21_箕面市からの要請によりドローン写真撮影を実施
※変更箇所（別紙）：赤字アンダーライン
○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
発令しています。
※本地震に関する特設ページを開設
映像、写真、記者配布資料を提供しています。
http://www.kkr.mlit.go.jp/bousai/taiou/kinki/h30_06_oosaka.html
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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

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
いたがき
総括防災調整官 板垣（内線 2119）(直通 06-6942-1575)
都市・公園・住宅及び下水道に関する事項
い ば
建政部 都市調整官 伊庭（内線 6113）(直通 06-6942-1080)
河川に関する事項
やまぐち
問 合 せ 先
河川部 河川調査官 山口（内線 3513）(直通 06-6945-6355)
はしづめ
河川計画課長 橋爪（内線 3611）
道路に関する事項
かわい
道路部 道路保全企画官 河合（内線 4121）(直通 06-6941-2500)
港湾・空港に関する事項
う と
港湾空港部 事業継続計画官 宇戸（内線 6490）(直通 078-391-3101)
営繕に関する事項
たけむら
営繕部 計画課長 竹村（内線 5151）(直通 06-6944-0004)

【様式０１－大阪府北部を震源とする地震の概要】

【6 月 18 日(月)7:58 発生の大阪府北部を震源とする地震の概況】
～ 6 月 22 日(金)

１．道路関係施設の状況
【主な被災状況等】
■高速道路
・ネクスコ管理（近畿管内）⇒
・阪神高速管理
⇒
・公社管理
⇒

12:00 現在の状況 ～

6/18 13:00 全線通行止め解除
6/18 13:20 全線通行止め解除
6/18 12:30 までに全て通行止め解除

■直轄国道
・全線異常なし
■補助国道・地方道
【被災状況】
①高槻市道栄町 306 号で小学校の外壁倒壊による通行止め（迂回路有り）
２．河川関係施設の状況
■河川・海岸
・大戸川ダム：6/18 9:00 点検終了 異常なし
・琵琶湖：
瀬田川 6/18 10:21 点検終了 異常なし
野洲川 6/18 10:53 点検終了 異常なし
・淀 川：
6/18 16:00 点検終了
14 箇所で河川管理施設が被災、応急復旧を 6/19 15:00 完了
本復旧のため調査に着手（復旧工法・実施時期を検討中）
・大和川：
6/18 12:00 点検終了 異常なし
・猪名川：
6/18 14:40 点検終了 異常なし
・姫 路：
東播海岸 6/18 11:45 点検終了 異常なし
■ダム（※府県管理ダムは府県管理河川・ダムの項を参照）
【直轄ダム】
・天ヶ瀬ダム（震度 5 弱） 6/18 12:33 点検終了 異常なし
・猿谷ダム （震度 2）
6/18 9:00 点検終了 異常なし
・大滝ダム （震度 3）
6/18 9:00 点検終了 異常なし
【機構ダム】
・日吉ダム

（震度 5 弱）

6/18 18:10
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点検終了

異常なし

・高山ダム （震度 4）
6/18 17:32 点検終了
・青蓮寺ダム（震度 3）
6/18 10:31 点検終了
・室生ダム （震度 4）
6/18 10:48 点検終了
・布目ダム （震度 4）
6/18 10:28 点検終了
・比奈知ダム（震度 3）
6/18 15:33 点検終了
・一庫ダム （震度 5 弱）
6/18 10:53 点検終了
【利水ダム】
・点検対象の 19 ダムについて、6/18 19:20 点検終了
■砂防
・紀伊山系砂防事務所：
・六甲砂防事務所：
・亀の瀬地すべり：

6/18 14:19 点検終了
6/19 10:10 点検終了
6/18 16:45 点検終了

異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし
異常なし

異常なし
異常なし
異常なし

■府県管理河川・ダム
【河川】
（京都府)
・天津神川（京田辺市）で天端クラックを確認、応急復旧済
（大阪府）
・天野川（交野市）、安威川（茨木市）大正川（茨木市）の各 1 箇所で天端ク
ラックを確認、応急復旧済
【海岸】
・海岸について点検終了 異常なし
【砂防】
・砂防については、 引き続き点検を実施中。6/21 から大阪府の点検に
TEC-FORCE を３班派遣。
【ダム】
・点検対象の 21 ダムについて、6/18 19:00 に点検終了 異常なし
■支援
【枚方市対応】
・枚方市香里園桜木町地先でがけ崩れが発生、6/18 に枚方市が調査を実施し
対応検討中
・家屋への影響が想定されることから避難指示・避難勧告を発表（6/18 17:00
避難指示対象 1 世帯 避難勧告対象 12 世帯）
・枚方市役所への現地画像伝送のためＫＵ－ＳＡＴ（簡易衛星通信装置）を
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6/18 22:30 に設置し配信中
３．港湾関係施設の状況
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(6/18 10:40)
・尼崎西宮芦屋港：被災なし(6/18 13:20)
・淡路島の地方港湾(洲本港、津名港、浦港)被災なし(6/18 16:50)
・東播磨港：被災なし(6/18 16:00)
・大阪港：被災なし(6/18 18:00)
6/18 10:20～ 点検中
6/18 11:18 臨港道路 ※被災なし・通行止めなし(橋梁・トンネル)
C10,11,12 被災なし(DICT より)
※安治川の船津橋付近において古い橋脚が海没（第五管区海上保安本部
情報）貨物船の運航なし
⇒ 水深が浅く、貨物船の運航がないエリアであるため直ちに特別の措
置を要しない、との結論になった
直轄施設は異常なし(午前中)
・堺泉北港・阪南港：被災なし(6/18 10:55)
・舞鶴港：異常なし(6/18 14:30)
・和歌山港・日高港：通常業務体制
・滋賀県：地方港湾(大津、彦根、長浜、竹生島)被災なし(6/18 10:59)
・京都府：地方港湾(久美浜)被災なし(6/18 14:30)
地方港湾(伏見)人道橋 橋台部一部変状(6/20 12:00)
２）船舶の運航状況（東洋信号所情報）
6/18 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
6/18_10:15 兵庫県港運協会 元請 18 社中 16 社確認
⇒ 貨物落下 1 件あり（軽微）、他は被災なし
12:05 大阪港運協会 被災なし ※中小の上屋は確認中
6/19_10:00 兵庫県港運協会 元請 18 社中 残りの 2 社確認 被災なし
大阪港運協会 中小の上屋 被災なし
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４）直轄工事中の施設
・神戸港 被災なし(6/18 10:40)
・大阪港 被災なし(6/18 12:15)
・舞鶴港、柴山港 被災なし(6/18 10:10)
・和歌山港 被災なし(6/18 9:22)
５）保安部情報
・第五管区本部：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）
７）八尾空港の被災情報等
・6/18 11:15 被災なし、運用中
４．公園関係施設等の状況
■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：全 40 地区で開園。
高槻市域の都市ガス復旧のために全国から参集する応援車両の駐車ス
ペースとして、高槻市内と枚方市内の淀川河川敷公園駐車場 200 台分を
提供中（6/20～6/30 の予定）
■自治体管理の施設
【都市公園】
・大阪府枚方市 東部公園 グランドにクラック
・大阪府池田市 五月山緑地 天井材の剥落 等
・大阪府枚方市 山田池公園 舗装クラック 等
・大阪府泉大津市 助松公園 建具の開閉がしづらくなっている
・大阪府茨木市 耳原公園 植樹帯内に設置されている石灯篭が倒壊
・大阪府茨木市 沢良宜公園 グランドにクラック
・大阪府茨木市 水尾公園 グランドにクラック、植樹帯内に設置されてい
る石灯篭が倒壊
・大阪府交野市 星田公園 門の瓦屋根の一部が破損
・大阪府交野市 倉治公園 トイレの外壁にクラック
・大阪府豊中市

樫ノ木公園 見晴台本体にクラック
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・大阪府豊中市
・大阪府豊中市
・大阪府豊中市
・京都府宇治市
・兵庫県神戸市

千里中央公園 体育館の火災報知器数箇所落下 等
千里緑地 温水プールの配管で水漏れ 等
ふれあい緑地 少年野球場の防球ネットの支柱が傾く 等
山城総合運動公園 弓道場の天井で一部たわみ発生 等
しあわせの森（しあわせの村）体育館の天井からモルタル
片落下 等
・大阪府枚方市 末広公園 公園の広場中央部に亀裂が発生 等
・兵庫県尼崎市 葭島公園 河川敷公園の園路・広場に亀裂が入り、部分的
に液状化
・兵庫県尼崎市 尼崎城址公園 既設築地塀に亀裂が多数発生
・大阪府大阪市 東佃公園 （給水施設・広場）園内漏水及び園外道路亀裂・
漏水
・大阪府大阪市 新佃公園 広場の亀裂・地面の液状化
・大阪府大阪市 花川西公園 地面の亀裂・液状化
・大阪府大阪市 大阪城公園 石垣の表面が一部落下 等
・大阪府大阪市 友渕中央公園 （シェルター）柱のタイル張の一部剥がれ
・大阪府大阪市 桜之宮公園 灯籠の宝珠が落下
・大阪府大阪市 鶴見緑地 公園灯グローブ 2 個の内 1 個が落下 等
・大阪府大阪市 中之島公園 会所が隆起し破損
・大阪府大阪市 海老江西公園 パーゴラにクラックが入り、少量のコンク
リート片が落下
・大阪府大阪市 天王寺動物園 （デッキ）ジョイントカバーを固定して
いるネジが破損
・大阪府大阪市 松崎公園 現場確認の結果被害なし
・京都府長岡京市 西山公園 体育館の天井パネル落下 等
【その他公園】
・大阪府吹田市

万博記念公園 自然文化園中央ゲートの柱が損傷

【下水道】
・大阪府高槻市 高槻水みらいセンター（流域下水道）
２機の焼却炉（水処理には問題なし）
１機の汚泥焼却炉の運転再開。別の１機は応急復旧中
・大阪府茨木市 中央水みらいセンター（流域下水道）
焼却炉の運転を停止していたが、運転再開
重力濃縮において、レール脱線停止中（水処理には問題なし）
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等

・大阪府豊中市 原田処理場（流域下水道）
散気板に不具合あり、2 系列の運転を停止していたが、運転再開（後日、
詳細点検予定）
・大阪府吹田市 安威川左岸ポンプ場（流域下水道）
3 台のポンプのうち、2 台のポンプについてポンプ軸から異音があった
が、復旧し正常運転が可能なことを確認
・大阪府吹田市 岸部ポンプ場（流域下水道）
場内有効利用のための処理水受水槽から漏水（ポンプ運転に問題なし）
・大阪府枚方市 渚水みらいセンター（流域下水道）
汚泥焼却炉の集塵装置が破損。別の汚泥焼却炉で対応中
■宅地関係
・高槻市、豊中市、豊能町において宅地擁壁の崩壊などの被害が発生
・6/19 豊中市、豊能町において被災宅地危険度判定を実施中
・6/20 高槻市において被災宅地危険度判定を実施中
・6/21 箕面市において被災宅地危険度判定を実施中
５．営繕関係施設の状況
・管内の官庁施設について被災状況を確認
・24 施設で外壁仕上材の一部ひびわれ・剥離、天井材の一部落下などの被害
情報あり
・人的被害並びに継続使用不能な施設はなし
６．リエゾン・ＴＥＣ派遣・ヘリの状況
■リエゾン
１）リエゾン派遣 （現在、延べ 57 名）
・派遣中（1 府 2 市 4 名）
大阪府（1 名）、高槻市（1 名）、箕面市（2 名）
・帰還済
京都府（1 名）、兵庫県（1 名）滋賀県（2 名）、奈良県（4 名）､
大阪市（1 名）、京都市（1 名）、亀岡市（1 名）、八幡市（1 名）、
大山崎町（1 名）、寝屋川市（1 名）、枚方市（2 名）、茨木市（2 名）
２）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣
・高槻市： 6/18_先遣隊 3 班（11 名）派遣
6/19_4 班（16 名）派遣
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・枚方市：
・箕面市：

・茨木市：

・大阪府：

6/20_1 班（2 名）派遣
6/21_3 班（6 名）派遣
6/21_被災状況調査の結果を高槻市長に報告
6/22 1 班（2 名）派遣
6/19_6 班（24 名）派遣
6/21_被災状況調査の結果を枚方市長に報告
6/19_5 班（20 名）派遣
6/21_被災状況調査の結果を箕面市長に報告
6/22_2 班（8 名）派遣
6/19_4 班（16 名）派遣
6/20_1 班（6 名）派遣
6/21_被災状況調査の結果を茨木市長に報告
6/21_3 班（12 名）派遣

３）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 広域派遣（※上記の内数）
・6/18 中部地整 5 名、中国地整 7 名 先遣隊として近畿地整に派遣
・6/19 関東地整：4 班 箕面市へ派遣
中部地整：4 班 茨木市へ派遣
中国地整：4 班 枚方市へ派遣
・6/20 中部･中国･近畿地整の混合：1 班 茨木市へ派遣
４）災害緊急調査
・派遣日程：6/19（火）～6/22（金） ※大阪府内の河川、道路
・派遣者 ：国土交通省水管理・国土保全局防災課
丸山 災害査定官、小寺 災害査定官（2名）
５）ホットライン（連絡体制確立した自治体）
・高槻市、枚方市、池田市、豊中市、茨木市、箕面市、京都市、亀岡市、
長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町、大阪市、吹田市、寝屋川市、
摂津市、交野市、島本町
６）支援要請状況（近畿地方整備局から自治体への支援）
・高槻市の要請による支援状況
6/18 ブルーシート_1000 枚、トラロープ_2 ロール
6/19 飲料水 約 5,400 ㍑（2 ㍑ペットボトル×約 2,700 本）
6/20

ブルーシート 70 枚
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・箕面市の要請による支援状況
6/18 飲料水 約 6,000 ㍑（2 ㍑ペットボトル×約 3,000 本）
6/20 ブルーシート 225 枚
6/21 ブルーシート 130 枚
・茨木市の要請による支援状況
6/20 ブルーシート 190 枚
■照明車

撤収済

■散水車

撤収済

■ドローン 写真撮影 箕面市
6/21 箕面市からの要請により写真撮影を実施
■Ｋｕ－ＳＡＴ
・枚方市香里園桜木町地先の土砂災害箇所の監視映像を市役所に伝送する
ため、Ｋｕ－ＳＡＴ（1 台）を現地に派遣
※Ｋｕ－ＳＡＴとは・・・災害等の発生時に被災状況や復旧作業状況等
の現地画像（動画）情報を、衛星を経由してリアルタイムで伝送する
装置
■ヘリ調査
（愛らんど号）
・6/18 1 次、2 次調査完了
・6/19_9:15～11:00 震度 6 弱を記録した高槻市、茨木市、枚方市周辺で
の簡易垂直写真撮影
・6/19_11:00～11:30 八尾空港で給油後、高松空港へ帰還
（ほくりく号）
・6/18 1 次、2 次調査完了
・6/19_9:00～11:05 枚方市で発生した土砂崩落現場の調査等を実施後、
八尾空港で待機
７．近畿地方整備局の状況
・全職員２,８１２名中

２,８１２名の安否を確認
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・職員軽傷１人（足首捻挫）
８．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
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