
 資 料 提 供 

  (県    政) 

                  

   

 

 

 

 

平成 30 年６月 18 日大阪府北部を震源とする地震発生に伴う 

被害に関する情報について（第５報） 

 

                                                 ６月 19 日 14 時 30 分現在 

１ 被害状況（人的および住家被害）一覧 

市町 

被害状況 

人的被害 住家被害 非住家被害 

死者 
行方

不明 
重傷 軽傷 全壊 半壊 

一部

損壊 

床上

浸水 

床下

浸水 

公共

建物 
その他 

大津市 

彦根市 

長浜市 

近江八幡市 

草津市 ２

守山市 

栗東市 

甲賀市 

野洲市 

湖南市 

高島市 

東近江市 １

米原市 

日野町 

竜王町 

愛荘町 

豊郷町 

甲良町 

多賀町 

全県 ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

備考）・現時点での被害状況であり、今後も変わることがある。 

・空欄は未報告である。 

 

 

 

２ ライフラインに関する被害等の概要 

（１）道路 

   現時点、被害情報なし 
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（２）鉄道 

  別添資料１のとおり 

 

（３）電気・ガス・水道 

  被害情報なし 

 

３ 県の体制および対応 

６月 18 日 ８時 00 分 災害警戒本部設置 

６月 18 日 ９時 30 分 災害警戒本部第１回本部員会議開催 

  ６月 18 日 15 時 00 分 災害警戒本部第２回本部員会議開催 

６月 19 日 11 時 00 分 災害警戒本部第３回本部員会議開催 

 

４ 滋賀県警の体制 

  ６月 18 日 ８時 07 分 滋賀県警察本部災害警備本部設置 

   

５ 市町の体制に関する情報 

別添資料２のとおり 

 

６ 避難に関する情報 

  なし 

 

７ 支援状況 

（１）ＤＭＡＴ（医療政策課） 
 6/18 11 時 20 分頃 厚労省より県にＤＭＡＴ派遣要請あり。 

 11 時 59 分  県内の 10 災害拠点病院に派遣要請、本日は７チームが出動 

（DMAT 参集場所は大阪府三島救命救急センター） 

県防災危機管理センター内に県 DMAT 調整本部を設置 

 

【6/18 日中の活動】 

   大津市民病院…病院を巡回し情報収集、病院から患者搬送 

 済生会滋賀病院…病院から患者搬送、避難所を巡回し情報収集 

   大津赤十字病院、公立甲賀病院、近江八幡市立総合医療センター…避難所を巡回し

情報収集 

    

【20 時 00 分時点の状況】 

   大津赤十字病院、近江八幡市立総合医療センターは現地を撤収し帰還 

長浜赤十字病院、彦根市立病院…活動拠点本部である大阪府三島救命救急センター

の夜勤対応 

大津市民病院、済生会滋賀病院、公立甲賀病院…現地で朝まで待機 

      県 DMAT 調整本部は本日の活動を終了（6/19 朝に再開予定） 

 

   6/19 9 時 00 分 大津市民病院、済生会滋賀病院、公立甲賀病院・・・現地を撤収、帰還 

      9 時 40 分 県 DMAT 調整本部活動開始 

      10 時 50 分 県 DMAT 調整本部活動終了、撤収 

      12 時 07 分 長浜赤十字病院、彦根市立病院・・・現地撤収、帰還 

 

 



（２）ドクターヘリ 

関西広域連合広域医療局（徳島県）から国立循環器病研究センターライフライン途絶の

ため、施設間搬送の支援要請依頼あり→今後は大阪大学が調整を行うこととなり、現時

点では出動要請なし。 

 

（３）ＤＰＡＴ（障害福祉課） 

    精神保健福祉センターにてＤＰＡＴ先遣隊が派遣待機中 

 

（４）災害救助物資（健康福祉政策課） 

現時点で関西広域連合から救助物資供出の要請なし 
    災害救助物資保管倉庫（県内 7 か所）は異常なし 

 

（５）給水車 

    現時点で日本水道協会（滋賀県支部：大津市役所内）から出動要請なし 

    県内で５台（大津市２台、県企業庁・草津市・長浜水道企業団 各 1 台）が即応に備え準

備中（6/18 中の出動要請はない見込み） 

    県内各事業体で計 24 台を保有していることを確認 

 

（６）ボランティア（県ボランティアセンター（県社協）） 

現時点で特段の動きなし 
 

（７）被災建築物応急危険度判定士（建築課） 
    高槻市へ被災建築物応急危険度判定士２名／日の派遣要請あり 
 
 
８ 知事からのメッセージ 

  知事メッセージを発出しています。 

  ※滋賀県ＨＰに掲載（大阪府北部を震源とする地震に関する知事メッセージ） 



滋賀県内鉄道の運行状況（第12報） 資料１

1.JR滋賀県内在来線普通列車 平成30年6月19日　15時00分現在

線区名 区間 運転状況

6月18日 8:30 京都駅～長浜駅 運転見合わせ

9:30 同上 同上

10:45 同上 同上

14:25 同上 線路設備の点検中。復旧見込みは未定。

16:45 同上 復旧見込みは早くとも19時以降。

20:00 同上 復旧見込みは早くとも22時以降。

21:00 同上
琵琶湖線、ＪＲ京都線、ＪＲ神戸線の一部の普通・快速列車につ
いては、21:00頃より順次運転再開

22:15 同上
明日の始発列車は各線区とも通常通り運転予定。なお、一部列
車の運転取りやめや行き先変更が発生する見込み。

6月19日 7:30 京都駅～草津駅 遅延

10:00 京都駅～米原駅 遅延

14:55 京都駅～米原駅

遅延（本数わずか）
【振替輸送を14時45分より実施】
近江鉄道　米原～貴生川間、八日市～近江八幡間
京阪石山坂本線　京阪石山～坂本比叡山口間
京阪京津線　びわ湖浜大津～京阪山科間
京都市交通局烏丸線　京都～烏丸御池間
京都市交通局東西線　六地蔵～太秦天神川間

※高槻駅～茨木駅の線路トラブルについては、9時14分に運転
を再開。琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線・湖西線・JR宝塚線・JR
東西線・学研都市線の列車に遅れや運転取りやめが発生。

6月18日 8:30 敦賀駅～長浜駅 運転見合わせ

9:30 同上 同上

10:45 同上 同上

14:25 同上 線路設備の点検中。復旧見込みは未定。

16:45 同上 復旧見込みは早くとも19時以降。

20:00 同上 復旧見込みは早くとも22時以降。

22:00 近江塩津駅～米原駅 運転再開

22:15 敦賀駅～長浜駅
明日の始発列車は各線区とも通常通り運転予定。なお、一部列
車の運転取りやめや行き先変更が発生する見込み。

6月19日 7:30 敦賀駅～長浜駅 平常運転

6月18日 8:30 山科駅～近江塩津駅 運転見合わせ

9:30 同上 同上

10:45 同上 同上

14:25 同上 線路設備の点検中。復旧見込みは未定。

16:45 同上 復旧見込みは早くとも19時以降。

20:00 同上 復旧見込みは早くとも22時以降。

22:00 同上 運転再開

22:15 同上
明日の始発列車は各線区とも通常通り運転予定。なお、一部列
車の運転取りやめや行き先変更が発生する見込み。

6月19日 7:30 同上 平常通り運行

10:00 山科駅～近江舞子駅 遅延

14:55 山科駅～近江舞子駅 遅延

※高槻駅～茨木駅の線路トラブルについては、9時14分に運転
を再開。琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線・湖西線・JR宝塚線・JR
東西線・学研都市線の列車に遅れや運転取りやめが発生。

6月18日 8:30 草津駅～柘植駅 運転見合わせ

9:30 同上 同上

10:20 石部駅付近
踏切の故障により渋滞が発生。
→10:32　復旧完了

10:45 草津駅～柘植駅 運転見合わせ（継続中）

16:45 一部区間で運行再開
貴生川駅－柘植駅で折り返し運転。その他区間は見合わせ継
続。
復旧見込みは早くとも19時以降。

20:00 一部区間で運行再開
貴生川駅－柘植駅で折り返し運転。その他区間は見合わせ継
続。
復旧見込みは早くとも22時以降。

20:06 全線 運転再開

6月19日 7:30 同上 平常通り運行

情報更新日時

琵琶湖線（京都～長浜）

北陸本線（長浜～敦賀）

湖西線（山科～近江塩津）

草津線（草津～柘植）



6月18日 8:30 米原駅～大垣駅 運転遅れ

9:30 米原駅～大垣駅 運転見合わせ

16:30 米原駅～関ヶ原駅
米原駅で列車の発着ができないため、関ヶ原～米原間で運転見
合わせ

19:36 全線 運転再開

6月19日 7:30 全線 平常通り運行

2.JR東海道新幹線

線区名 区間 運転状況

6月18日 8:30 名古屋駅～新大阪駅 運転見合わせ

9:30 米原駅～新大阪駅 運転見合わせ

10:45 同上 同上

12:50 上記区間で運行再開 通常より運行速度を落として運転（運休や遅れあり）

6月19日 7:30 全線 平常通り運行

3.滋賀県内私鉄

線区名 区間 運転状況

6月18日 8:30 全区間 運転見合わせ（安全確認中）

9:30 同上 9:12全線運行再開。運休や遅れが発生。

10:30 同上
国道421号の踏切故障
→10:24復旧確認。

6月19日 7:30 同上 平常通り運行

6月18日 8:30 全区間 運転見合わせ（安全確認中）

9:30 全区間 運転見合わせ（最寄り駅まで電車移動中）

10:45 全区間 運転見合わせ

12:00 京津線・石山坂本線 時速45km/h以下で運転再開。

16:55 京津線・石山坂本線 通常速度にて運行再開している。

6月19日 7:30 京津線・石山坂本線 平常通り運行

6月18日 8:30 全区間 運転見合わせ（安全確認中）

9:30 全区間 運転見合わせ（安全確認中）

10:20 全区間
線路点検が終了し、貴生川駅10時54分発より所定時刻で運行再
開。

6月19日 7:30 全区間 平常通り運行

4.滋賀県内バス

線区名 区間 運転状況

近江鉄道バス 6月18日 8:30 平常どおり運行 石山駅付近の遮断機が下りっぱなしで運行できない区間あり。

9:30 一部路線で大幅な遅れ。 大津営業所管内の一部路線で大幅な遅れが発生。

11:25 平常通り運行 平常通り運行

6月19日 7:30 平常通り運行 平常通り運行

江若交通バス 6月18日 10:00
成安造形大学・びわこ成
蹊スポーツ大学への輸送

大学休校に伴い運休。

その他路線 道路事情による遅延が発生。

15:00 全路線 平常通り運行

6月19日 7:30 全路線 平常通り運行

京阪バス 6月18日 10:30 全路線 道路事情および踏切の遮断機下りっぱなしによる遅延が発生。

16:50 一部路線 道路混雑により、一部路線に遅延が発生。

6月19日 一部路線 道路混雑により、一部路線に遅延が発生。

6月19日 7:30 全路線 平常通り運行

帝産湖南交通 6月18日 10:30 全路線 道路事情による遅延が発生。

15:00 全路線 平常通り運行

6月19日 7:30 全路線 平常通り運行

東海道本線（米原～大垣）

情報更新日時

情報更新日時

東海道新幹線

情報更新日時

近江鉄道

京阪電気鉄道

信楽高原鐵道



本部体制報告 一覧表 災害名：6月18日　地震による災害

資料２

滋賀県 本部設置状況 設置・解散日時 報 報告機関
県本部 災害警戒本部 2018/06/18 08:00 1 防災危機管理局
南部地方本部 災害警戒体制 2018/06/18 08:00 2 南部土木事務所
甲賀地方本部 災害警戒本部 2018/06/18 08:00 2 甲賀土木事務所
東近江地方本部 災害警戒本部 2018/06/18 08:00 1 東近江土木事務所
湖東地方本部 災害警戒体制 2018/06/18 08:00 1 湖東土木事務所
湖北地方本部 災害警戒体制 2018/06/18 08:00 2 長浜土木事務所
高島地方本部 災害警戒体制 2018/06/18 08:00 1 高島土木事務所

市町 本部設置状況 設置・解散日時 報 報告機関
大津市 解散 2018/06/19 10:00 3 危機・防災対策課
彦根市 解散 2018/06/18 20:30 2 彦根市危機管理室
長浜市 解散 2018/06/18 18:00 3 防災危機管理局
近江八幡市 - - - -
草津市 解散 2018/06/18 22:05 2 危機管理課
守山市 - - - -
栗東市 解散 2018/06/18 16:30 2 危機管理課
甲賀市 解散 2018/06/18 17:15 2 危機管理課
野洲市 解散 2018/06/18 14:15 2 危機管理課
湖南市 - - - -
高島市 - - - -
東近江市 解散 2018/06/18 17:00 2 防災危機管理課
米原市 解散 2018/06/18 17:00 2 米原市防災危機管理課
日野町 - - - -
竜王町 解散 2018/06/18 17:30 2 竜王町生活安全課
愛荘町 解散 2018/06/18 20:30 2 危機管理対策室
豊郷町 - - - -
甲良町 - - - -
多賀町 - - - -

滋賀県一覧

市町一覧
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