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大阪府北部を震源とする地震の被害と対応状況（第４報） 

 

関西広域連合広域防災局 

平成 30年 6月 25日 15時現在 

 

※   は第３報からの変更点 

 

 

 

１ 被害状況 

(1) 人的被害 

団体名 死亡 重傷 軽傷 合 計 

三 重 県  １ １ ２ 

滋 賀 県   ３ ３ 

京 都 府  １ ２０ ２１ 

大 阪 府 ５ ４ ３４４ ３５３ 

兵 庫 県  ４ ３７ ４１ 

奈 良 県   ４ ４ 

徳 島 県   １ １ 

合   計 ５ １０ ４１０ ４２５ 

 

(2) 建物被害 

団体名 
住家被害 

合計 備考 
全壊 半壊 一部損壊 

京 都 府   ５５２ ５５２ 
損傷程度不明の

ものを含む 

大 阪 府 ３ １９ ６,２１３ ６,２３５ 
別途非住家被害 

431件 

兵 庫 県   ２ ２  

奈 良 県   ３ ３  

合   計 ３ １９ ６,７７０ ６，７９２  

 

(3) 避難者数 

団体名 現在 
これまでの

最大 

京 都 府 １０ ２７９ 

大 阪 府 ５２９ ２,３９７ 

兵 庫 県 ０ ２３ 

奈 良 県 ０ １ 

合   計 ５３９ ２,７００ 

 

 ※ 平成３０年６月２４日１７時現在 
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(4) ライフラインの状況 

団体名 区分 状 況 

三重県 水道 四日市市内で濁水（6月18日17時45分解消） 

水道管破損の修繕、市給水車による給水 

京都府 水道 市町水道の一部に濁水・漏水箇所あり（6月21日漏水は解消済み） 

大阪府 電気 6月18日10時16分 府県全域で復旧 

ガス 供給停止 8,437件（高槻市、茨木市） 

※順次再開を行い、6月25日を目途に全て復旧見込み 

※大阪ガスによりカセットコンロの配布等実施 

水道 高槻市、箕面市の断水は解消 

自衛隊による給水支援について高槻市、箕面市20日7時終了 

その他 下水道、通信被害なし 

兵庫県 水道 断水なし 

漏水（尼崎市17カ所→復旧済み） 

濁水（尼崎市、西宮市、川西市、伊丹市の一部地域→配水管の洗管

作業等により対応済） 

奈良県 水道 奈良市（濁水あり→対応中）、生駒市（濁水あり→解消済み） 

 

(5) 原子力発電所への影響（関西電力への影響） 

    原子力プラント及びモニタリングポストの数値に異常なし 

 

２ 関西広域連合の対応 

(1) 広域防災局の体制 

6月18日 7時58分 対策準備室設置  

9時30分 先遣隊２名を大阪府庁に派遣 ※引き続き情報収集中 

    6月19日 11時00分  応援・受援調整室設置 

 

(2) 物的支援 

大阪府からの要請（6月19日）を受け、兵庫県のブルーシート3,000枚を８市に当日中に

直接配布（豊中市500枚、高槻市300枚、守口市500枚、枚方市300枚、茨木市800枚、摂津

市200枚、四條畷市100枚、交野市300枚） 

 

(3) 人的支援 

   大阪府からの要請を受け職員を派遣 

①避難所運営支援チーム 

兵庫県職員、市職員（神戸市等）を派遣    

派遣先   6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 

高槻市 ２名 ６名 １名 １名 

茨木市 ２名 ５名 ５名 １名 
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②震災・学校支援チーム（EARTH） 

 地震後の学校再開、子どのたちへの心のケア等の支援のため、教育委員会、学校へ

派遣 

6月20日   兵庫県職員５名を高槻市、茨木市に派遣 

6月25～29日 兵庫県職員16名を高槻市に派遣 

 

③家屋被害認定関係職員 

    6月20日～ 兵庫県職員を大阪府に２名派遣（家屋被害認定に係る助言等） 

    6月22日  兵庫県職員を寝屋川市に２名派遣（罹災証明書発行事務に係る助言等） 

    6月25日～ 各府県市職員を１４名派遣予定（家屋被害認定調査の実施体制構築等の支援等） 

   ※6月25日～28日の対応状況 

派遣先 応援団体 人数 

高槻市 兵庫県  ＜内訳：洲本市（２）、養父市（２）＞ ４名 

茨木市 

兵庫県  ＜内訳：太子町（２）＞ 

和歌山県 ＜内訳：県職員（２）＞ 

鳥取県  ＜内訳：（25日～26日）倉吉市（２） 

（26日～28日）湯梨浜町（２）＞ 

６名 

箕面市 
兵庫県  ＜内訳：稲美町（１）、播磨町（１）＞ 

徳島県  ＜内訳：県職員（２）＞ 
４名 

 

 

(4) ドクターヘリの要請状況 

・ 6月18日 ５機（京滋ドクターヘリ、大阪府ドクターヘリ、兵庫県ドクターヘリ、徳

島県ドクターヘリ、奈良県ドクターヘリ）に出動待機要請 

・ 同日16時32分 大阪府ドクターヘリが、大阪大学医学部附属病院ヘリポートで、国

立循環器病研究センターの患者をピックアップのうえ、神戸中央市民病院へ患者搬

送  

・ 同日16時52分 兵庫県ドクターヘリが、大阪大学医学部附属病院ヘリポートで、国

立循環器病研究センターの患者をピックアップのうえ、三重大学医学部附属病院へ

患者搬送 

・ 同日18時03分 大阪府ドクターヘリが、大阪大学医学部附属病院ヘリポートで、国

立循環器病研究センターの患者をピックアップのうえ、近畿大学医学部附属病院へ

患者搬送 

 

(5) 関西広域連合構成団体・連携県の体制 

団体名 体制 

福井県 6/18  7:58 第２注意配備体制 
 

三重県 6/18  9:10 災害対策本部設置 
 16:00 災害対策本部廃止（以降は準備体制） 

滋賀県 6/18  8:00 災害警戒本部設置 
（中略） 

6/20 16:00 第５回災害警戒本部本部員会議開催 

京都府 6/18  7:58 災害警戒本部設置 
  （中略） 

16:30 第１回災害対策本部会議開催 
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団体名 体制 

大阪府 6/18  7:58 災害対策本部設置 

  （中略） 
6/22 10:15 第７回災害対策本部会議開催 

兵庫県 6/18 7:58 災害警戒本部設置 
（中略） 

6/19 13:00 第４回災害警戒本部会議開催 

奈良県 6/18  7:58 災害警戒本部設置 
（中略） 

6/22 16:30 第５回緊急庁内連絡会議開催 

和歌山県 6/18  7:58 情報収集体制 

鳥取県 6/18   7:58 注意体制 
（中略） 

6/19 11:00 第２回災害情報連絡会議開催 

徳島県 6/18  7:58 情報収集体制  

京都市 6/18  7:58 災害対策本部設置 

大阪市 6/18  7:58 災害対策本部設置 
（中略） 

17:00 第２回災害対策本部会議開催 

堺市 6/18  7:58 危機管理センター設置 
（中略） 

6/19 17:00 第４回危機管理センター会議開催 

神戸市 6/18  8:00 災害警戒本部設置 
（中略） 
 16:00 災害警戒本部閉鎖 

関西広域連合 6/18  7:58 対策準備室設置 

6/19 11:00 応援・受援調整室設置 

 

(6) 関西広域連合構成団体・連携県の対応（支援関係） 

（リエゾン（情報収集員）派遣、応急危険度判定士派遣ほか各種支援等） 

団体名 対応（支援関係） 

福井県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～22 高槻市に２名派遣 

三重県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～22 高槻市に２名を派遣 

滋賀県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～22 高槻市に２名を派遣 

京都府 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 

6/20～22 高槻市に２名を派遣 
6/25～27  高槻市に４名を派遣 

大阪府 ○職員派遣 
6/19～ 高槻市、茨木市、箕面市に連絡員２～３名 
6/20～22 高槻市に職員30名を派遣（物資拠点の開設等） 
6/21～22 茨木市に職員30名（問い合わせ対応等） 
6/23～25 茨木市に職員10名（避難所対応等） 

 6/25～28 高槻市、茨木市、箕面市に府内市職員７名を派遣 
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団体名 対応（支援関係） 

兵庫県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 

6/21 茨木市に４名を派遣 
6/22 茨木市に４名、摂津市に２名を派遣 

○物資の提供 
 6/19 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄを８市（豊中市、高槻市、守口市、枚方市、茨

木市、摂津市、四條畷市、交野市）に3,000枚提供 
○リエゾンの派遣 
 6/18～ 大阪府に２名を派遣 
○避難所運営支援チームの派遣 
 6/20～23 高槻市、茨木市に２～１１名（県職員、県内市職 

員）を派遣 
○職員の派遣 
 6/20～ 大阪府に２名を派遣（家屋被害認定関係） 

6/20  高槻市、茨木市に５名を派遣（震災・学校支援チーム（EARTH））  
6/22  寝屋川市に２名を派遣（罹災証明書発行関係） 
6/25～28 高槻市、茨木市、箕面市に８名（県内市町職員）

を派遣（家屋被害認定関係） 
6/25～29 高槻市に１６名を派遣（震災・学校支援チーム（EARTH））  

奈良県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～6/22 高槻市に２名を派遣  

※6/23以降については正式要請があり次第引き続き派遣予定 

和歌山県 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～22 高槻市に２名を派遣 

※6/25～27 高槻市に８名を派遣 

○職員の派遣 
 6/25～28 茨木市に２名を派遣（家屋被害認定関係） 

鳥取県 〇リエゾン派遣 
6/18 関西広域連合広域防災局に３名を派遣 
6/19～20 大阪府に２名を派遣 

〇被災建築物応急危険度判定士および被災宅地応急危険度判定
士の先遣隊派遣 
6/18～20 大阪府および京都府に合計６名を派遣 

〇被災建築物応急危険度判定士の派遣 
6/20～23 茨木市に８名を派遣 

〇職員の派遣 
6/21～23 茨木市に６名を派遣（災害応援隊） 
6/23～24 寝屋川市に２名（県内市職員）を派遣（家屋被害

認定関係） 

6/25～28 茨木市に２名（県内市町職員）を派遣（家屋被害認定関係） 

徳島県 〇リエゾン派遣 
6/18～ 大阪府に２名を派遣 

○被災建築物応急危険度判定士派遣 

6/20～22（予定） 高槻市に２名を派遣 
○職員の派遣 
 6/25～28 箕面市に２名を派遣（家屋被害認定関係） 

京都市 ○給水車派遣 
6/18 大山崎町に給水車１台を派遣 
6/20 高槻市内に給水車１台を派遣（濁水等が解消されたた
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団体名 対応（支援関係） 

め、給水活動を実施せず） 

○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/20～22 高槻市に２名を派遣 

堺市 〇被災建築物応急危険度判定士の派遣 
 6/19 茨木市に２名（建築都市局職員）、大阪市に４名 

（同）を派遣 
 6/20 茨木市に４名（同）、大阪市に４名（同）を派遣 
 6/21 茨木市に４名（同）、大阪市に４名（同）、箕面市に

２名（同）を派遣。 
○職員派遣 

6/18 
・大阪府に３名（危機機管理室員）の先遣隊を派遣 
・大阪大学医学部付属病院（吹田市）に４名（堺市立総合医

療センターDMAT）を派遣 
6/19 大阪府に２名（危機管理室員）の先遣隊を派遣 

○給水車等派遣  
6/18 豊中市に４名（上下水道局職員）を先遣隊として派遣 

6/18～6/20 高槻市に給水車（4tタンク車）２台、職員６～
10名（上下水道局職員）を派遣 

○その他支援 
・こころのケア電話相談を6/24まで対応日時を拡充して実施 

神戸市 ○被災建築物応急危険度判定士派遣 
6/21 茨木市に３名を派遣 

○避難所運営支援チームの派遣 
 6/20～ 高槻市・茨木市に１～３名を派遣 
○給水車等派遣 

6/18～6/19 箕面市に給水車（3t車）２台、指揮車１台、職
員15名を派遣 
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〔参考〕 

(1) 地震の概要 ・発 生 時 刻：６月18日 午前７時58分頃  

・震 源 地：大阪府北部  ・マグニチュード：６.１  

・最 大 震 度：６弱（大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市） 

 

(2) ＤＭＡＴ対応状況 

・大阪府から厚生労働省を通じ、滋賀県、京都府、兵庫県に出動要請があり対応 

   ・19日活動終了 

 

(3) 自衛隊の対応状況 

・6月 18日 12時 00分 大阪府から第３師団長あて災害派遣要請 

・国立循環器病研究センター（吹田市）において、水トレーラー２両、５t 給水車

１台で給水支援実施(6月 19日 14時 30分終了) 

・箕面市（水トレーラー４両）、高槻市（水トレーラー８両）で給水支援実施(6 月

20日 7時 00分終了) 

・入浴支援  

茨木市(6月 20日 15時 00分開始)、高槻市(6月 21日 13時 00分開始) 

・破損家屋への応急対策支援 高槻市（6月 20日 18時 08分開始) 

 

(4) 人と防災未来センターの対応 

6月18日 研究員３名（２チーム体制）派遣 

（茨木市役所、高槻市役所、豊中市役所、枚方市役所 等） 

6月19日 研究員５名（２チーム体制）派遣（大阪府庁、高槻市役所 等）  

6月20日 研究員６名（２チーム体制）派遣（大阪府庁、高槻市役所 等） 

6月21日 研究員２名（１チーム体制）派遣（高槻市役所 等）  

6月22日 研究員３名（１チーム体制）派遣（高槻市役所 等） 

6月23日 研究員４名（１チーム体制）派遣（高槻市役所 等）  

 

(5) 災害救助法の適用 

6月18日17時30分  

大阪府12市１町（大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、

寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町）への適用決定 


