
６月１８日地震の被害状況について 

 

平成 30年６月 18日 16：00現在 

                京 都 府 災 害 対 策 本 部 

 

１ 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 12回（震度１以上のもの） 

 

２ 被害の状況 

（１）人的被害 負傷者 10名 

長岡京市  女性 51歳 寝ているところに鏡が落下。頭部負傷 

向日市   女性 84歳 地震の揺れでイスから転倒。頭、腰部負傷 

亀岡市   女性 51歳 転倒し、左上腕部骨折、入院 

八幡市   女性 82歳 仏壇転倒により負傷 

男性 66歳 ベッドから転落し軽傷 

京都市   男性 53歳 ガラス瓶で頭部負傷 

女性 81歳 自宅でベッドから落下し、右肩打撲 

男性 20代  自宅で右足第 2指切創 2センチ 

宇治田原町 女性 87歳 転倒し救急搬送 

宇治市   女性 82歳 転倒し、胸部負傷 

 

  ※その他、体調不良等による救急搬送４件 

 

（２）住家被害 64 件 

   八幡市 屋根損壊・瓦落下 29件 

壁倒壊・亀裂等   18件 

   京田辺市 壁倒壊・亀裂等  1件 

京都市 瓦落下       1件 

一部破損      3 件  

雨水管破裂     1件 

宇治市 瓦落下       5件 

      精華町 瓦落下       3件 

       亀裂等            1 件 

    木津川市 亀裂等          2 件 

 

 

 



（３）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（１３：００） 

名神高速道路 京都南ＩＣ～西宮ＩＣ 通行止め解除（１３：００） 

新名神高速道路 通行止め解除（１３：００） 

京滋バイパス 通行止め解除（１３：００） 

京奈和自動車道 通行止め解除（１３：００） 

第２京阪道路 通行止め解除（１３：００） 

阪神高速京都線 通行止め解除（１３：００） 

舞鶴若狭自動車道 ５０km 速度規制解除（９：４６） 

  

②国道 

 

 ③府道 

道路名 状況 

府道枚方亀岡線 

（亀岡市古世町千歳山） 
８：４０～通行止め（人頭大の落石 ９時撤去） 

 

④京都市内 

道路名 状況 

府道新町淀停車場所線 民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み） 

 

  ⑤市町村道 

道路名 状況 

市道吉祥院西経 4 号線 民地の壁が道路上に倒壊（対応済み） 

市道深草緯 104 号線 民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み） 

 

  ⑥鉄道 

鉄道名 状況 

東海道新幹線 １２時５０分から運転再開 

ＪＲ西日本在来線 舞鶴線、山陰本線胡麻以北のみ運行中ＪＲ向日町駅の駅舎支柱にひ

び、ＪＲ西日本による応急措置済 

その他私鉄 阪急全線運転見合わせ、京阪本線１４時１０分運転再開、近鉄京都

線１１時５０分運転再開 

京都市営地下鉄 徐行運転 

 

（４）電気・ガス・上水道、下水道等 

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 件の苦情あり 

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  15:00 までに向日市域を除いて給水再開（送水管洗浄後給水再開） 

向日市は自己水等で支障なく対応中 

・市町村水道 一部に濁水・漏水個所あり 

・大山崎町に給水車（府営水道、亀岡市、向日市）の応援派遣 

 ④下水道 



  流域下水道 処理施設一部破損（運転に支障なし） 

  公共下水道（市町） 現時点で汚水処理機能に支障なし（詳細は確認中） 

 ⑤原子力 

関西電力原子力発電所影響なし 

 

（５）文化財（府教育委員会所管分は別紙参照） 

 ・安井金比羅宮の石鳥居の一部落下 

 ・泉涌寺の唐門の瓦落下 

 ・大覚寺漆喰ひび割れ多数 

 

（６）農林水産関係 

 ・農業用ため池：現在のところ、被害報告無し（本地震点検対象 137箇所を継続点検中） 

 ・京都市花き地方卸売市場（京都市）：展示物が一部落下・破損 

・京都府南部総合地方卸売市場（宇治市）：建物、天井等に一部亀裂、ガラスが数枚破損 

・農業用施設：宇治市、八幡市、久御山町で、ｶﾞﾗｽﾊｳｽのガラス、農作業小屋の壁等が一部破損 

・京都府漁業協同組合伊根支所：1階天井から小さなコンクリート片剥離 

 

（７）河川関係（府管理河川） 

 ・天津神川（京田辺市の天井川）の堤防にひび割れ 

 

（８）病院の状況 

 ・一部損傷（３施設） 

 

（９）社会福祉施設の状況 

 ・一部損傷（３施設） 

 ・乙訓管内の保育園の休園（１４施設） 

  

（１０）その他の公共施設等の被害 

 ・パルスプラザ 吊り天井一部破損 

 ・けいはんなプラザ（メインホール） 吊り天井軽微破損、エレベーター停止 

 ・中小企業会館 エレベーター停止、電話不通 

 ・保津川遊船運航休止中 

 ・亀岡トロッコ列車全便運休決定 

 ・府営住宅西大久保団地（宇治市） 貯水タンク破損（３棟）、未復旧の２棟に給水タンク設置 

・府営住宅男山美桜団地（八幡市）等、11 団地（22 棟）で外壁ひび割れ 

 ・向日町競輪場 大型の窓ガラス破損、特別観覧席天井材の一部落下（１８日～２１日の本場開催・

場外車券発売を中止） 

 ・亀岡市民病院 一部破損（ひび、外壁） 

・松尾大社周辺 土砂崩れ発生 

・長岡京記念文化会館 舞台施設一部破損 

・八幡人権・交流センター 駐車場、玄関先タイルに亀裂 

・いづみ人権交流センター体育館の天井から部品落下（井手町） 

 

３ 避難の状況 

 ○避難所開設状況 

城陽市  自主避難所４１箇所開設（１５時に全避難所閉鎖） 

長岡京市 ＪＲ長岡京駅前「バンビオ」に帰宅困難者向けの避難所開設 

   大山崎町 内に３カ所の避難所開設。避難者には、町民１名のほか、鉄道利用者も含まれる。 

 

 



 

 ○避難者数（自主避難含む。） 

市町村 最大 現在 

城陽市 ８世帯 ８人   

大山崎町  ２５人  ２０人 

八幡市  ４人  ４人 

 

４ 休校等の状況（府教育委員会所管分は別紙参照） 

 ・京都市立学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び総合支援学校）全校休校 

 ・私立学校：幼稚園２０園、小学校３校、中学校１３校、高等学校２２校、 

専修学校・各種学校１１校が休校 

 

５ 支援活動 

（１）緊急消防援助隊 

   京都府航空小隊１隊 大阪府北部へ出動 

 

（２）広域緊急援助隊 

  出動待機中 

 

（３）ＤＭＡＴ 

ＤＭＡＴ出動 計 6病院（京都第一赤十字病院、京都第二赤十字病院、京都大学医学部附属病

院、京都府立医科大学附属病院、京都中部総合医療センター、京都医療センター） 

 

（４）救護班 

   京都第一赤十字病院から大阪府支部へ派遣 



別 紙 

平成 30 年６月 18 日 15時現在確認できている被害状況について 

 

教育委員会 

 

１．物損被害 

 【学校施設】 

  ・時計、廊下スピーカー、蛍光灯器具、ボルト、渡り廊下プレート等落下 ５校 

（鴨沂、城南菱創、盲、城陽支援、八幡支援） 

  ・ガラス・壁 破損 ４校（乙訓、城陽、曽我部小、南桑中） 

・貯水槽の水あふれる １校（久御山） 

  ・天井構造物破片落下 ４校（京都すばる、盲、丹波支援、園部小） 

  ・エレベーター停止 ５校 

（宇治支援、城陽支援、八幡支援、南山城支援、丹波支援亀岡分校） 

 

 【文化財】 

  ・壁破損  ４箇所 

  ・灯籠が転倒 ２箇所 

  ・瓦・灯籠擬宝珠等落下 ４箇所 

  ・欄間の竹ノ節脱落 １箇所 

 

 【教育関係機関】 

  ・ガラス破損 ２箇所（総合教育センター、埋蔵文化財調査研究センター） 

 

２．休業状況 

  休業：15 校（幼：１校、高：14校） 

  始業遅延：15校（中：３校、高：12 校） 

  早期下校：６校（小：５校、高：１校） 

  自宅待機：２校（附属中１校、高：１校） 

 

３．社会教育施設 

  ・屋根のパネル、金属片、天井材 ９箇所 

  ・ガラス・壁破損 ４箇所 

  ・展示物の土器破損 １箇所 

  ・灯籠転倒 １箇所 

 

４．その他 

  大阪府で児童が死亡した案件に係り、ブロック塀の緊急点検を市町教育委員会あ 

て指示。 
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