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                       国土交通省 近畿運輸局   

                                                                                 
 問い合わせ先  
 （所属）総務部安全防災・危機管理課  
 （担当）三上、小西  
 （電話）０６－６９４９－６４１２  

                                                   平成３０年６月１８日 

 

大阪府北部を震源とする地震について（第１報） 
 
 
 
 平成３０年６月１８日７時５８分頃、大阪で発生した最大震度６弱の地震に

について、お知らせします。 

当局が把握した１１時３０分現在の交通機関の運行（航）状況は、別添のと

おりです。 

 なお、大阪湾発着のフェリーについては、欠航等の影響はありません。 
 
 

記 

 
別添のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

配布先  

報道機関各位  
  
 
 
 

 



１．近畿運輸局の体制について  

近畿運輸局 ６月１８日 ７時５８分 非常体制

２．近畿運輸局の対応

被害状況収集中

３．所管施設等の状況

＜人的被害＞

○鉄道関係（６月１８日　１１時３０分現在）

別紙のとおり

○海事関係（６月１８日　１１時３０分現在）

現時点における被害状況なし

○自動車関係（６月１８日　１１時３０分現在）

別紙のとおり

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

大阪府北部を震源とする地震について（第１報）

（別添）

災　害　情　報
平成30年6月18日 11時30現在

国土交通省近畿運輸局



＜運行（航）状況＞
○鉄道関係（６月１８日　１１時３０分現在）

嵯峨野観光鉄道 全線 6/18 7:58

10:25

能勢電鉄 全線 6/18 7:58 6/18 11:09

泉北高速鉄道 全線 6/18 7:58 6/18

神戸電鉄 粟生線 志染～粟生 6/18 7:58 6/18 10:18

大阪高速鉄道 全線 6/18 7:58

山陽 本線 西代-大塩 6/19 8:58 6/18 8:53 西代-大塩２５km/hで徐行

海岸線 6/18 7:58 6/18
神戸市

西神山手線 6/18 7:58 6/18 8:20 徐行（25km/h）で再開

8:40 通常速度で再開

阪神 全線 6/18 7:58

9:25

阪急 全線 6/18 7:58
千里線南千里駅外壁タイ
ル落下、駅間停車1本（京
都線、淡路-上新庄）

南海 全線 6/18 7:58 6/18

駅間停車なし

京阪 全線 6/18 7:58 脱線なし、駅間停車なし

近鉄 橿原線 西大寺～田原本 6/18 7:58

近鉄 奈良線 西大寺～奈良 6/18 7:58

近鉄 京都線 京都～高の原 6/18 7:58

9:57

近鉄 吉野線 岡寺～薬水 6/18 7:58 6/18 9:57

近鉄 御所線 近鉄新庄～御所 6/18 7:58 6/18

10:45 駅間停車なし

近鉄 天理線 全線 6/18 7:58

ニュートラム 全線 6/18 7:58 6/18

駅間停車なし

堺筋線 全線 6/18 7:58 駅間停車なし

千日前線 全線 6/18 7:58

10:30 駅間停車なし

中央線 全線 6/18 7:58
第三軌条の碍子割れ、駅
間停車なし

四つ橋線 全線 6/18 7:58 6/18

10:10 駅間停車なし

長堀鶴見緑地線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10 駅間停車なし

今里筋線 全線 6/18 7:58 6/18

駅間停車なし
第三軌条落下（新大阪-
東三国、江坂駅）

谷町筋線 全線 6/18 7:58 6/18 10:10 駅間停車なし

御堂筋線 全線 6/18 7:58

茨木-高槻　架線断線
東淀川駅エレベータ閉じ
込め（レスキュー手配
中）、143本駅間停車

紀勢線 御坊～新宮 6/18 7:58 6/18 9:30

全線
（紀勢線以

外）
6/18 7:58

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

ＪＲ西日本

大阪メトロ

山陽新幹線
東海道新幹線米原-山陽
新幹線岡山間休止、2本
駅間停車

岡山-新大阪 6/18 7:58



北条鉄道 全線 6/18 7:58

信楽高原鐵道 全線 6/18 7:58

六甲山観光 6/18 7:58 6/18 10:00

神戸すまい 6/18 10:00



＜運行（航）状況＞

○自動車関係（６月１８日　１１時３０分現在）

大阪シティバス
踏切遮断機があがらない
等により一部遅延あり

大阪空港交通 空港リムジンバス 全線運行見合わせ

高槻市交通局
一般路線バス
大阪高槻線

一部で道路陥没
水道管破裂

一部経路変更のうえ運行

阪神バス 一般路線バス 遅延あり

高速バス
甲府行きを除く大阪・京都発の
昼行バス

運休

徳島線 運休

運休

近鉄バス
空港リムジンバス 全線運休

一般路線バス
茨木線

運休

南海バス

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

京阪バス

関空リムジンバス

岡山線

一般路線バス
踏切遮断機があがらない
等により一部遅延あり

その他一般路線
踏切遮断機があがらない
等により遅延あり

高速バス
米子線・高松線・徳島線・有馬
線・四日市線

運休

山科急行線 運休

直Ｑバス 京都～松井山手、京都～難波 運休

阪急バス 収集中
踏切遮断機があがらない
等により一部遅延あり

空港リムジンバス 運休


