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大阪府北部の地震の被害状況について(抜粋) 

平成 30年７月 17日 9：00現在 

                 

○地震の状況 

発生日時    ６月１８日（月） 午前７時５８分 

震源地     大阪府北部 

震源の深さ   １３ｋｍ 

マグニチュード Ｍ６．１ 

最大震度    ６弱（大阪府北部） 

 

  ＜京都府内の震度＞震度４以上が観測された京都府内の震度観測点 

震度５強 中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町 

５弱 宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井手町、精華町 

  震度４   北区、上京区、左京区、下京区、南区、東山区、右京区、山科区、京丹後市、木津川

市、宇治田原町、笠置町、南山城村、京丹波町 

  

  京都府内で余震３９回（震度１以上のもの） 

  ※余震による被害なし 

  ＜余震で震度４以上が観測された京都府内の震度観測点＞ 

  震度４（6月 19日午前０時 31分） 伏見区、大山崎町 

 

○道路・鉄道 

①高速自動車道 

道路名 状況 

京都縦貫自動車道 久御山ＩＣ～丹波ＩＣ 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

名神高速道路 京都南ＩＣ～西宮ＩＣ 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

新名神高速道路 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

京滋バイパス 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

京奈和自動車道 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

第２京阪道路 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

阪神高速京都線 通行止め解除（6月 18日 13:00） 

舞鶴若狭自動車道 ５０km速度規制解除（6月 18日 9:46） 

②国道 

③府道（京都市外） 

道路名 状況 

府道枚方亀岡線 

（亀岡市古世町千歳山） 

通行止め   6月 18日 8：40（人頭大の落石 ９時撤去） 

通行止め解除 6月 18日 17：00 

④府道（京都市内） 

道路名 状況 

府道新町淀停車場線 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み） 

府道伏見向日線 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み） 

府道小塩山大原野線 道路上への倒木、落石、崩土（対応済み） 

府道渋谷山科停車場線 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み） 

府道中山向日線 石積に隙間発生（対応中） 

府道八幡宇治線 片側交互通行（片側通行止 20ｍ 道路にクラック発生）（解除済み） 

 ⑤市町村道等 (略) 

 

資料１ 
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 ⑥鉄道 

鉄道名 状況 

東海道新幹線 運転再開 6月 18日 12：50～ 

ＪＲ西日本在来線 全線 6月 19日始発までに運転再開 

ＪＲ向日町駅の駅舎支柱にひび（対応済み） 

その他私鉄 阪急全線  6月 18日 22時 35分運転再開 

京阪本線  6月 18日 14時 10分運転再開 

近鉄京都線 6月 18日 11時 50分運転再開 

京都市営地下鉄 通常運転 

 

○電気・ガス・上水道 

①電気 

府内停電なし 

②ガス 

大阪ガス被害 供給停止はないが、約 100件の問い合わせ（ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ停止等）（対応済） 

③上水道 

断水は発生せず、水道施設の大きな被害なし 

・府営水道  宇治・乙訓浄水場の緊急遮断弁が作動して 5 市町（城陽市、久御山町、向日市、

長岡京市、大山崎町）への給水停止となったが、6 月 18 日 14 時 5 分から順次給

水を再開し、16時 30分に完全復旧 

・市町村水道 濁水・漏水箇所あり（11市町（解消済み））  

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、 

大山崎町、久御山町、井手町 

・大山崎町に給水車 5台（府営水道、京都市、亀岡市、向日市、長岡京市）の応援派遣（6月 18

日 20時 30分終了） 

 

○観光・商工施設関係 

（観光関係） 

 ・亀岡トロッコ列車 6/18終日運休（6/19 は通常運行） 

 ・保津川遊船 6/18終日運航休止（6/19は通常運行） 

  

（商工関係） 

 ・八幡市：外構破損・設備破損等 ２件 

 ・京都市：水漏れ、水道管破裂、店舗破損等 ３０件 

 ・向日市：展示品等が一部落下破損 ３件 

 ・亀岡市：設備（ガラスケース・大型機械）破損等 ３件 

 ・長岡京市：機械故障、ガラス破損等 １０件 

 ・京田辺市：設備故障・破損等 ３件 

 ・宇治市：店舗・配管破損等 ５件 

 ・城陽市：店舗・設備破損等 ５件  

 ・大山崎町：店舗・設備破損等 ３件 

 ・宮津市：店舗破損 １件 

 ・久御山町：施設破損 １件 

  

  

 

 

 

 

※地震による運航休止から再開後、7 月豪雨の影響により 7 月 17 日現在運行休止中。 
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平成 30年 7月豪雨による被害状況について(抜粋) 

平成 30年７月 20日 15時 00分現在(一部を除く) 

○人的被害等 

（１）人的被害 

死者  ５名 

負傷者 ７名 
（２）住家被害 

全  壊 １３棟 
大規模半壊 １棟 
半  壊 １０棟 
一部損壊 ５６棟 
床上浸水 ５０４棟 
床下浸水 ２，１２０棟 

 

○孤立集落 

（１）丹後地域 

伊根町 全域（崩土による孤立）汽船臨時運行により対応（孤立解消） 

宮津市 畑地区 １２世帯１６人（崩土による孤立）（孤立解消） 

由良地区 535世帯 1,071 人（雨量基準超過による孤立）（孤立解消） 

辛皮地区 ７世帯１４人（路肩決壊による孤立）（孤立解消） 

府中地区 １世帯２人（道路損壊による孤立） 

（徒歩での通行可。ライフラインに支障なし。） 

（２）中丹地域 

   福知山市 大江町小原田地区 ２５世帯５３人（崩土による孤立）（孤立解消） 

        大江町小谷地区 ８世帯１１人(崩土、地滑りによる孤立)（孤立解消） 

        常願寺地区 １９世帯３７人（崩土、地滑りによる孤立）（孤立解消） 

          中佐々木仏坂地区 3世帯 3人(道路一部崩落による孤立 )(孤立解消 ) 

舞鶴市   小原地区大呂 ５世帯 7人（崩土による孤立）（孤立解消） 

綾部市   古屋地区 ２世帯３人（崩土による孤立）（孤立解消） 

八代町地区 ９世帯 12人（道路冠水、崩土、倒木による孤立） 

        （孤立解消） 

（３）南丹地域 

   京丹波町 上乙見集落 ６世帯９人（崩土による孤立）（孤立解消） 

   南 丹 市 日吉町牧山 ３世帯６人（崩土による孤立） 

（バイク及び徒歩での通行可。ライフラインに支障なし。） 

 

○上水道（市町村） 

舞鶴市   断水あり（解消済み、最大９００戸） 

福知山市  断水あり（解消済み、最大１７戸） 

綾部市   断水あり（解消済み、最大８５戸） 
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長岡京市  送水管の漏水（断水なし）（復旧済み） 

宮津市   断水あり（解消済み、最大９１戸） 

南丹市   断水あり（解消済み、最大３９０戸） 

京丹波町  断水あり（解消済み、最大９７戸） 

与謝野町  断水あり（解消済み、最大３戸） 

 

○商工観光施設被害２６６件（設備機器損壊、浸水等） 

・福知山市 143件、舞鶴市 47件、宮津市 22件、与謝野町 16件、綾部市 15件、京都市４件、亀岡市６

件、京丹後市６件、向日市１件、久御山町１件、八幡市１件、京丹波町１件、京田辺市１件、長岡京

市１件、宇治市１件 

  ※保津川遊船 安全確認及び修復工事のため少なくとも７月 27 日まで運航中止  

※傘松公園 ケーブルカー、リフトが土砂により運休（21日始発より運行再開） 

 

○道路規制状況（７月７日 16時 00分現在） 

（１）高速道路 

本日 14時時点で、京都縦貫自動車道丹波～宮津天橋立、舞鶴若狭自動車道吉川ジャンクション～小

浜西で通行止。その他の路線は解除。 

速度規制中の主要道路は、名神高速道路、京奈和自動車道、京滋バイパス。 

（２）直轄国道 

   通行止め：４箇所で通行止 

    ・国道９号（福知山市夜久野町額田～日置(事前通行規制)） 

    ・国道２７号（舞鶴市真倉(崩土)、京丹波町升谷(崩土)、升谷～中山(事前通行規制)） 

（３）府管理道路 

   通行止め：７６区間 

※事前通行規制３０箇所、崩土・倒木２９箇所、路面冠水１７箇所 

    ・国道３１２号（与謝野町上山田（水戸谷峠）） 

    ・舞鶴宮津線（宮津市皆原～山中） 

    ・上杉和知線（綾部市井根町） 

    ・東掛小林線（亀岡市曽我部町） 

・生駒精華線（精華町東畑鳥谷～芳谷） 

    ・大津南郷宇治線（宇治市宇治） 

（４）京都市管理道路 

   通行止め等：４９区間 

    ・小野１号線 他 

（５）市町村管理道路（京都市除く） 

    (略) 
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○鉄道会社運行状況（７月６日 15時 00分現在） 

会 社 方面・路線等 運行状況 備 考 

ＪＲ西日本 琵琶湖線：長浜～京都 運転見合わせ   

JR京都線：京都～大阪 遅延 新快速・快速：運転

見合わせ 

普通：通常の 8 割程

度 

学研都市線：木津～京橋 運転見合わせ   

奈良線：京都～木津 運転見合わせ   

関西本線：亀山～加茂 運転見合わせ   

大和路線：加茂～難波 運転見合わせ   

嵯峨野線：京都～園部 運転見合わせ   

湖西線：山科～近江塩津 運転見合わせ   

山陰本線：京都～東浜 運転見合わせ   

舞鶴線：綾部～東舞鶴 運転見合わせ   

福知山線：新三田～福知山 運転見合わせ   

ＪＲ東海 東海道新幹線 一部運休・遅延   

阪 急 京都線 一部運休 特急：終日運転見合

わせ 

京都丹後鉄道 全線 運転見合わせ 終日運休 

叡 山 叡山本線：修学院～八瀬比叡山口 運転見合わせ   

鞍馬線：宝ケ池～鞍馬間 運転見合わせ   

嵯峨野観光鉄道   運転見合わせ 終日運休 

 

○停電（関西電力） 計 約１，３６０軒（７月７日 16時 00分現在） 

 ・福知山市    約７９０軒 

 ・伊根町     約２８０軒 

 ・舞鶴市     約１９０軒 

 ・与謝野町     約４０軒 

・綾部市      約３０軒 

 ・京都市（北区）  約２０軒 

 ・京丹波町     約１０軒 

 

 


