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大阪府北部の地震の被害状況について（第 17報） 

 

平成 30 年７月３日 14：00 現在 

                京 都 府 災 害 対 策 本 部 

（電話：０７５－４１４－４４７２） 

 

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３８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（19日午前０時 31分） 伏見区、大山崎町 

 

２ 被害の状況 

（１）人的被害 負傷者２２名 

・重傷 １名 

  京都市   女性 60代 自宅で左足第５指を骨折 

・軽傷 ２１名 

  京都市   女性 69歳 自宅でつまづき左膝靱帯負傷 

男性 53歳 自宅で前額部切創 

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 

      女性 70代 地震で驚いたペットに噛まれて負傷 

      男性 30代 バイク運転中地震の揺れにより転倒し、打撲 

男性 30代 床にあった破損食器による足裏の裂傷 

      男性 70代 落下した食器による足の打撲 

      女性 70代 就寝時に陶器が落下し、額を裂傷 

宇治市   女性 82歳 転倒し、負傷 

      男性 85歳 倒れてきた家具を支えようとして負傷 

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 

   城陽市    女性 60代 額が落下し、額負傷 

         女子生徒  校舎の階段を上っている際、転倒し太もも打撲 

         男子児童  登校時に転倒、擦過傷 

宇治田原町 女性 87歳 転倒し救急搬送 

亀岡市   女性 51歳 転倒し、左上腕部骨折、入院 

長岡京市  女性 51歳 寝ているところに鏡が落下。頭部負傷 
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      男性 69歳 転倒し右上腕骨折（２１日再検査の結果発覚） 

向日市   女性 84歳 地震の揺れでイスから転倒。頭、腰部負傷 

   

※エレベーター閉じ込め（全て対応済） 

京都市内 ６件、久御山町 １件、宇治市 １件 

※その他、体調不良等による救急搬送等８件 

 

（２）住家被害 2,063棟（家屋被害認定調査継続中） 

 ・一部損壊 

京都市   303棟 

   八幡市   1,302棟 

京田辺市   14棟 

精華町     3棟  

向日市     14棟  

長岡京市   55棟 

久御山町   41棟 

城陽市   213棟 

大山崎町   75棟 

宇治市    25棟 

京丹波町    1棟 

亀岡市    17棟 

 

（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（18日 13:00） 

名神高速道路 京都南ＩＣ～西宮ＩＣ 通行止め解除（18日 13:00） 

新名神高速道路 通行止め解除（18日 13:00） 

京滋バイパス 通行止め解除（18日 13:00） 

京奈和自動車道 通行止め解除（18日 13:00） 

第２京阪道路 通行止め解除（18日 13:00） 

阪神高速京都線 通行止め解除（18日 13:00） 

舞鶴若狭自動車道 ５０km速度規制解除（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   18日 8：40（人頭大の落石 ９時撤去） 

通行止め解除 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） 
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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） 

 

 ⑤市町村道等 

道路名 状況 

京都市道吉祥院西経 4号線 民地の壁が道路上に倒壊（対応済み） 

京都市道深草緯 104号線 民地ブロック塀が道路上に倒壊（対応済み） 

京都市道壬生道 民家の瓦が道路上に落下（対応済み） 

京都市道牛尾道 通行止め（通行止め延長 2km、余震等を考慮し、通行者の安全を

確保するため）（解除済み） 

京都市道大塚勧修寺線 ブロック塀ぐらつき（バリケード設置） 

京都市道城南宮道 通行止め（城南宮の鳥居の一部が落下する恐れがあるため） 

京都市道山科北花山経 27 号線 民家の外壁が道路上に倒壊（対応済み） 

京都市道七本松通 駐車場のブロック塀が傾斜（カラーコーン設置） 

京都市道南第二経 15号線 民地の駐車場ブロック塀が傾斜（カラーコーン設置） 

京都市道深草経 101-1号線 民地のブロック塀が傾斜（カラーコーン設置、通行止め） 

宇治市道町並御蔵山線 民地の壁に崩落の危険があるため歩道一部通行止め（対応済み） 

宇治市道安田４号線 民地の瓦落下により通行止め 

炭山林道（宇治市） １ヶ所落石（撤去済み） 

谷山林道（宇治市） １ヶ所倒木（撤去済み） 

京田辺市道天王深道 道路上に倒木（除去済み） 

 

 ⑥鉄道 

鉄道名 状況 

東海道新幹線 運転再開 18日 12：50～ 

ＪＲ西日本在来線 全線 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  18日 22時 35分運転再開 

京阪本線  18日 14時 10分運転再開 

近鉄京都線 18日 11時 50分運転再開 

京都市営地下鉄 通常運転 

 

（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、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（18日 

20時 30分終了） 
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④下水道等 

  流域下水道 処理施設一部破損（運転に支障なし）（緊急点検終了） 

  公共下水道（市町）  緊急点検終了、異常なし 

  農業集落排水施設（市町）  緊急点検終了、異常なし 

⑤原子力 

関西電力原子力発電所影響なし 

 

（５）学校施設（一部損壊） 

  
幼稚園・認定

こども園 
小学校 中学校 

義務教育

学校 
高等学校 

特別支援

学校 

府立 - - 0 - 24 5 

市町（組合）立 1 40 22 0 - - 

京都市立 7 62 20 0 5 5 

私立 6 １ 0 － 4 － 

※その他：専修・各種学校 3校 

※京都府立大学南門左右のブロック塀に亀裂・ズレ 

 

（６）文化財等 

【国】合計３３件 国宝:２件、重要文化財:21件、史跡及び名勝:１件、史跡:３件、名勝:２件、登録:４件 

【府】合計１７件 指定建造物:６件、史跡:１件、名勝:１件、登録建造物:３件、環境保全地区:４件、暫定登

録:２件 

所在地 名称等 区分 状況 

京
都
市 

上京区 西園寺 木造阿弥陀如来坐像 重要文化財 仏像頭部の肉髻珠が脱落 

左京区 旧武徳殿  重要文化財 漆喰壁一部ひび割れ及び浮き 

建物北側の敷石にずれ 

 

 

 

 

 

 

京都大学 尊壤堂 国登録 壁の一部亀裂、剥落 

東山区 三十三間堂 木造千手観音立像 重要文化財 57 躯の天衣、持物等の脱落及び落下 

泉涌寺 木造観音菩薩坐像 重要文化財 宝冠の装飾が脱落 

下京区 本願寺 旧真宗信徒生命保険株式

会社（本願寺伝道院） 
重要文化財 内部天井の一部破損 

扉金具の損傷 

本願寺境内 国指定史跡 唐門東側土塀の瓦が一部落下 

東本願寺 渉成園 国指定名勝 藤棚「紫藤岸」が倒壊 

 角屋  重要文化財 棟瓦のずれ 

右京区 大覚寺 宸殿 重要文化財 漆喰壁の一部に亀裂 

客殿 重要文化財 漆喰壁の一部に亀裂 

大覚寺御所跡 国指定史跡 史跡地内建造物の壁に亀裂 

隣華院 玄関 府指定 漆喰壁２面脱落、腰長押が裂ける 

伏見区 月見館 本館 国登録 一部瓦が脱落 

西京区 十輪寺 本堂 府指定 降棟、軒瓦の脱落 

向日市 南真経寺 本堂 府指定 漆喰壁が 20～30ヵ所で亀裂 

開山堂 府指定 漆喰壁が 20～30ヵ所で亀裂 

大山崎町 妙喜庵 茶室（待庵） 国宝 外部土壁の一部に亀裂 

書院 重要文化財 欄間の竹ノ節が傾斜（軽微） 

聴竹居 茶室 重要文化財 土壁面の一部が脱落 

閑室 重要文化財 土壁の亀裂 

本屋 重要文化財 窓ガラス及び土壁の一部破損 
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宇治市 平等院 平等院庭園 国指定史跡及び名勝 土塀瓦数枚が落下 

浄土院 養林庵書院庭園 府指定名勝 灯籠擬宝珠が落下 

萬福寺 大雄宝殿 重要文化財 丸瓦が１本脱落 

松隠堂庫裏 重要文化財 客殿取合の漆喰壁に亀裂 

附 廊 重要文化財 天王殿・鼓楼間の漆喰壁が剥落 

萬福寺境内 府指定史跡 門の瓦の一部が落下 

恵心院 本堂 府指定 屋根瓦のずれ、軒廻り破損 

城陽市 堀家住宅 長屋門 国登録 壁剥落、建物全体にねじれ・歪み 

八幡市 正法寺 大方丈 附 玄関 重要文化財 漆喰壁の数ヵ所に亀裂 

文化財環境保全地区 府環境保全 土塀の瓦が一部脱落 

伊佐家住宅 主屋 重要文化財 漆喰壁の一部剥落 

内蔵 重要文化財 漆喰壁に一部亀裂 

附 高塀 重要文化財 瓦の脱落 

石清水八

幡宮 

石清水八幡宮境内 国指定史跡 灯籠９基が転倒、灯籠 33基の擬宝珠が落

下、石柵の一部損壊、信長塀亀裂 

松花堂 松花堂及び書院庭園 国指定名勝 地割れ、茶室の変形、蔵の瓦・壁崩落等 

松花堂書院 府登録 軸部変形、内部の鴨居が脱落等 

中村家住宅 大歌堂 国登録 杉板天井が外れ、壁紙の所々に裂損 

善法律寺 本堂 府指定 背面の漆喰壁の脱落 

京田辺市 法泉寺 十三重塔 重要文化財 宝珠の脱落 

木津川市 海住山寺 五重塔 国宝 相輪の一部が破損落下 

稲荷社 府暫定建造物 屋根瓦一部破損 

小林家住宅 主屋 重要文化財 漆喰壁の一部が落下 

亀岡市 穴太寺 方丈及び庫裏 府登録 壁崩落 

方丈表門 府登録 壁亀裂 

穴太寺境内 府暫定史跡 灯籠２基が転倒、土塀亀裂 

薭田野神社 文化財環境保全地区 府環境保全 灯籠１基が転倒、拝殿の石柱破損 

與野神社 文化財環境保全地区 府環境保全 灯籠数基が転倒 

鎌倉神社 文化財環境保全地区 府環境保全 灯籠、玉垣が倒壊 
 

（３３件の社寺等） 

  

②教育関係機関・社会教育施設 

  一部損壊（施設・設備等） 公民館・図書館等 38施設 

 

（７）農林水産関係 12件 

 ・農業用ため池：被害報告無し（緊急点検対象 137箇所全てで異常がないことを確認済） 

・農業関係被害  11件 

   京 都 市 京都市花き地方卸売市場：展示物が一部落下・破損 1件 

   宇 治 市 茶工場：床、炉の壁、煙突の一部破損 2件 

      京都府南部総合地方卸売市場：壁、天井等の一部にひび、ガラスが数枚破損 1件 

   城 陽 市 茶工場：壁の一部に軽微なひび    1件 

八 幡 市 ガラスハウス：ガラス破損(30数枚)   1件 

   京田辺市 茶工場：床面、炉等の一部破損    2件 

久御山町 ネギ加工施設：壁、設備等の一部破損 2件 

農業用作業所：壁の一部破損     1件 

・水産関係被害（漁港、施設等） 1件 

伊 根 町 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 1件 
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（８）河川関係 

 ・府管理河川である天津神川（京田辺市の天井川）の堤防天端で亀裂(右岸約 100m,左岸約 50m)の

点在発生 

6月 19日 12時 50分：応急措置（ブルーシート）完了 

 ・国所管の河川管理施設の被災 

  府内６カ所で、堤防天端でクラック等の発生。国の応急措置が完了（6月 19日） 

そのうちの一部が、府道京都八幡木津自転車道線となっており、通行止め措置済（通行止め区間：

八幡市上津屋～岩田） 

 

（９）ダム関係 

   6月 18日：府内５ダム点検終了、異常なし 

 

（１０）港湾（舞鶴港、宮津港、久美浜港） 

   6月 18日：点検終了、異常なし 

 

（１１）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 

  

（１２）病院の状況 

 ・一部損傷 計 3施設 

（壁・天井ひび割れ  2施設（田辺記念、男山）、内壁破損（桃陽病院）） 

・エレベーター停止   35施設（全て復旧） 

・ガス・ボイラー停止  9施設（全て復旧） 

 

（１３）社会福祉施設の状況 

 ・一部損傷 計 66施設 

  京都市内  45施設 

乙訓管内   2施設 

山城北管内 15施設 

山城南管内  4施設 

 ・エレベーター停止    58施設（全て復旧） 

・ガス・ボイラー停止 37施設（全て復旧） 
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（１４）その他の公共施設等の被害 

 ・パルスプラザ 吊り天井他一部破損（応急復旧済み） 

 ・けいはんなプラザ（メインホール） 吊り天井軽微破損（施設利用に支障なし） 

 ・（株）京都環境保全公社伏見環境保全センターにおける焼却設備排ガス系統の一部損壊（復旧済 

み） 

・中小企業会館 エレベーター停止、電話不通（復旧済み） 

・府営住宅西大久保団地（宇治市）、府営住宅羽束師団地（京都市）、府営住宅淀際目団地（京都市）、

府営住宅洛西境谷団地（京都市）、府営住宅洛西竹の里（京都市）貯水タンク破損復旧済み 

・府営住宅男山美桜団地（八幡市）外壁ひび割れ（応急復旧済み）、その他の 14団地（40棟）でエ

キスパンションジョイント(継ぎ目)破損等 

 ・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等（※ 本場開催：18日～21

日及び 30日～７月２日を中止、場外車券発売：18日～21日を中止（23日から再開）） 

・京都府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） 

・山城総合運動公園 弓道場天井板の一部破損（たるみ） 

・南丹市商工会：南丹商工会館の窓ガラスにヒビ 

・桜塚クリーンセンター 焼却炉投入口建屋の内壁一部崩落（亀岡市） 

・篠町公民館 窓ガラス破損（亀岡市） 

・南丹市国際交流会館 瓦及び漆喰の一部落下（南丹市） 

・ＪＲ城陽駅 ２階コンコース上部のガラス割れ、改札部の天井パネル落下。（城陽市） 

・城陽市役所本庁舎 天井剥離、壁の亀裂、ガラスにヒビ。（城陽市） 

・福祉センターの地盤の擁壁剥離、３階エレベーター付近の天板落下。（城陽市） 

・鴻ノ巣会館の天井の空調が外れ。（城陽市） 

・京都府立府民ホール 舞台施設一部破損 

・京都高等技術専門校 体育館の水銀灯カバーが落下（修復済み）（京都市） 

・伏見港 伏見みなと橋の一部損傷により、橋梁下部の通路を通行止め（京都市） 

・京都市美術館 別館２階のルーバー天井 10枚程度落下（処置済）（京都市） 

・こども体育館 天井からモルタル破片落下、建物周辺の地盤に亀裂（京都市） 

・武道センター 本館主競技場（天井パネル８枚+金属フレーム落下、10枚落ちかけ）、弓道場（平

安神宮側屋根からの落下物で波板パネル割れ）（京都市） 

・ウィングス京都 施設内天井一部剥離（京都市） 

・第一市場（青果棟） 天井一部剥離（京都市） 

・東本願寺社務所 瓦ずれ（落下危険なし）（京都市） 

・吉祥院地域体育館 アリーナ天井の隙間からモルタル粉落下（京都市） 

・ヘルスピア２１ ２階プール天井から鉄片（塗装片）落下、３階ジム天井から塗料落下（京都市） 

・京都市消防学校 廊下歪み、壁にひび（京都市） 

・消防活動総合センター プール施設溶接部の剥離により漏水（京都市） 

・ハンナリーズアリーナ 天井からボルト落下（京都市） 

・新山科浄水場本館 窓ガラス一部破損（京都市） 

・牛尾山法厳寺境内 地割れ発生（京都市） 

・東部文化会館 ５センチ程度のコンクリート片落下（京都市） 

・山科区役所 窓ガラス、外壁、天井等破損（京都市） 

・ラクセーヌ センターコート天井材ガラス落下（京都市） 

・大枝文化会館 石垣に亀裂、壁一部崩落等（京都市） 

・洛西総合庁舎 膨張水槽破損、給水圧送ポンプ動作不良（京都市） 

・伏見桃山城運動公園 大天守閣の屋根瓦落下（京都市） 

・横大路運動公園 体育館前タイル破損、観覧席火災感知器が外れかけている（京都市） 

・竹田駅 駅舎通路の天井材が一部落下（京都市） 
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・市交通局車両工場 検車棟の外壁が一部落下（京都市） 

・市交通局自動車整備工場 壁の破片、天井材が一部落下（京都市） 

・市交通局研修所 壁の破片が一部落下（京都市） 

・城南宮 鳥居落下のおそれ（京都市） 

・宇治市役所本庁舎：ガス停止（復旧済み）、エレベーター停止（復旧済み）（宇治市） 

市民税課前天井パネル落下（応急処理）（宇治市） 

・宇治市役所西館：柱ひび割れ等 

・宇治市役所北側駐車場：タイル剥離 

・集会所等：集会所 24ヵ所、ふれあいセンター3ヵ所休館（20日から通常再開）（宇治市）   

菟道ふれあいセンター会議室等の屋根ひさし部分の破損 

       西大久保集会所 廊下等の壁剥離（宇治市） 

          ゆめりあうじ エレベーター停止（復旧済み）、コミュニティワークうじ館 エレベー 

ター停止（復旧済み）（宇治市） 

 ・消防施設：伊勢田救急出張所 庁舎西側屋外コンクリート床面の一部亀裂、１階事務室天井エア

コンカバー落下一部破損 

        東消防署 営繕室床部分の漏水（宇治市） 

 ・市営住宅：槇島吹前住宅 トイレの給水不停止（復旧済み）（2戸）、タイル剥落（1戸）、中畑住 

宅和室天井板外れ（1戸）、エレベーター、ガス停止（復旧済み）（宇治市） 

 ・市営自転車駐輪場：京阪木幡駅前自転車等駐車場の外壁の一部剥離落下（宇治市） 

 ・墓地公園： 墓石・墓標の一部ずれ（宇治市） 

・京都府農林水産技術センター：天井の一部破損（亀岡市） 

 ・（株）京都環境保全公社伏見環境保全センター 事務管理棟壁面のずれ等（京都市） 

 ・第二市場 階段室の内壁に複数のひび（京都市） 

 ・京都市成長産業創造センター（アクト京都） 天井の塗装一部落下、壁剥離、天井レールゆがみ

（京都市） 

・京田辺市庁舎 エレベーター停止（復旧済み）（京田辺市） 

・精華町人権センター交流館 建物一部破損（精華町） 

・ガレリア亀岡 ガレリア市民サロンのガラス破損（亀岡市） 

・久御山町役場第１・２期庁舎 全エレベーター停止（復旧済み）（久御山町） 

・久御山町役場第１期庁舎 壁面タイル剥離、屋上床面剥離（久御山町） 

・久御山町役場第２期庁舎 壁面タイルに亀裂・剥離、壁材一部落下（久御山町） 

 

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（6月 18日 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（6月 18日 22時閉鎖） 

   大山崎町 町内の３カ所の避難所開設。（6月 20日 8時に全避難所閉鎖） 

   八幡市  自主避難所７箇所開設（6月 26日 12時に全避難所閉鎖） 

  

○避難者数（自主避難含む。） 

市町村 最大 現在 

城陽市 ９人 ０人 

長岡京市 ２００人 ０人 

大山崎町 ２５人 ０人 

八幡市 ４５人 ０人 

 

４ 休校状況 

・京都府立学校 

６／１８…中学校１校、高等学校１６校 
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６／１９以降休校なし 

  

・市町（組合）立学校 

６／１８…幼稚園６園、小学校１校、中学校１校 

６／１９以降休校なし 

 

・京都市立学校 

６／１８…全校休校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び総合支援学校） 

６／１９以降休校なし 

 

・私立学校 

６／１８…幼稚園２９園、小学校７校、中学校１８校、高等学校３０校、専修・各種学校２２校 

 ６／１９…小学校３校、高等学校３校、専修・各種学校１校 

 ６／２０以降休校なし 

 

５ 京都府からの支援 

  八幡市にブルーシート 1,000枚提供（6月 19日） 

  八幡市に京都府協定団体である京都府瓦工事協同組合を紹介（6月 19日） 

  大山崎町に京都府協定団体である京都府瓦工事協同組合を紹介（6月 21日） 

  八幡市に家屋被害認定調査業務に関するコーディネーター（説明・助言）派遣 

（6月 21日 3名、6月 26日～7月 1日 3名、2日 2名、3日 3名） 

家屋被害認定調査業務に関する職員派遣 

(現地調査：6月 26～28日 5名、29日～7月 1日 7名、7月 2日～5名) 

  長岡京市にブルーシート 100枚提供（6月 22日） 

大山崎町にブルーシート 200枚提供（6月 22日） 

  京都府ホームページにブロック塀の安全点検のポイントについて掲載 

ブロック塀の建築基準法上の取扱いについて、建築指導課及び各土木事務所に相談窓口を設置

（平日の 9時～17時）※京都市は建築安全推進課、宇治市は建築指導課に別途窓口を設置 

 

６ 他機関からの支援 

  自衛隊（6月 18日 4名、19日～21日 2名） 

  近畿地方整備局 1名（6月 18日のみ） 

  鳥取県先遣隊 3名（6月 19日のみ） 

 

７ 大阪府への支援 

（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（6月 18日 18時 00分終了） 

 

（２）広域緊急援助隊（京都府警察本部） 

  6月 18日 16時 40分待機解除 

 

（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） 

・6月 19日 13時までに全病院撤収 

 

（４）救護班 

   京都第一赤十字病院から大阪府支部へ派遣（6月 18日） 

   京都第一赤十字病院から茨木市保健医療センターへ派遣（6月 21日） 
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（５）広域連合等 

 ・先遣隊派遣 

（6月 18～19日 2人、20～21日 3人、22日 2人、23日 1人、25日 3人、26～29日 2人、7月 2

日～2人） 

 ・避難所運営支援チーム派遣 

高槻市：6月 20日 2人、21日 6人、22日１人、23日１人 

茨木市：6月 20日 2人、21日 5人、22日 5人、23日 1人 

 ・家屋被害認定関係職員派遣  

大 阪 府：6月 20日～21日 2名 

寝屋川市：6月 22日 2名 

・家屋被害認定調査コーディネーター派遣（それぞれ 6月 25日～28日）4 名 高槻市 

                                 6名 茨木市 

                                 4名 箕面市 

・家屋被害認定調査職員派遣 

 高槻市：6月 28日～29日 4名、7月 2日～6日 16名 

 茨木市：6月 28日～29日 6名、7月 2日～6日 19名 

 箕面市：6月 28日～29日 4名、7月 2日～6日 2名 

・震災・学校支援チーム(ＥＡＲＴＨ) 派遣 

 高槻市：6月 20日 2人 

 茨木市：6月 20日 3人 

高槻市立小・中学校(59校)：6月 25日～29日 16名、7月 2日～6日 10名 

 

（６）地震被災建築物応急危険度判定士派遣 

・大阪府高槻市（大阪府からの派遣要請あり） 

   第１班：６月 20日～22日（３日間） 

京都府２名、京都市２名（計４名） 

  第２班：６月 25日～27日（３日間） 

京都府４名、京都市８名、福知山市２名、宇治市２名、亀岡市２名（計１８名） 

 

（７）日本水道協会京都府支部（支部事務局：京都市上下水道局） 

 ・大阪府へ給水車４台（京都市等）を派遣（6月 20日） 

 

 

 

 


