
大阪府北部地震　公立文化施設被害状況調査結果（平成30年7月5日現在）

被害の有無（回答数）

有 無 計

滋賀県 2 4 6

京都府 5 11 16

大阪府 1 0 1

兵庫県 6 18 24

奈良県 0 1 1

和歌山県 0 3 3

計 14 37 51

被害状況（いずれも負傷者は無し）

都道府県 建物 運営 修繕 活動状況 その他

滋賀県 被害状況に同じ 通常通り

①設備管理業者により、

修繕予定。

②保守点検業者に連絡、

対応を依頼する。

館の運営には支障なし

滋賀県 現在のところ確認できず

京都府 特になし

大ホール…地震当日の利

用はお断りした。

小ホール･諸室…使用に

問題なし。

地震当日については、来

館できない利用者に対し

て、利用日振替で対応。

大ホールについては、仮

復旧が終了。

市民ロビー絵画は、撤去

予定。

京都府

目視にて確認したところ

破損等は発見されなかっ

た。

通常通り

１については、委託管理

業者に6月25日に点検を

依頼。点検結果に応じて

対応を検討する。

２については段階的に機

材を更新しており、引き

続き状態を確認しながら

更新を進めていく。

通常通り運営中

①屋上消火用充水槽配管の一部破損

びわ湖ホール駐車場の屋上で、消火用補助水槽である充水槽取付け部より排水用配管が剥落

したため、充水槽内に貯留できず、常時流入し常時漏水の状態となったた。応急処置とし

て、給水管のバルブを閉止する。

②ブリッジ（昇降機）のガイドの外れ

大ホールの2ブリッジのカウンターウエイトの昇降用ガイドが外れたため、ブリッジが昇降で

きない状態となった。

被害状況

施設敷地を囲む石垣の石が一部落下

大ホール…ポータルブリッジ、反響板損傷により動かせない。照明器具のものと思われるネ

ジの落下。ピンスポット転倒。

小ホール…舞台上の照明機材カバーがはずれていた。

諸室…壁面に設置していた時計が落下、ガラス破損。座机転倒による、壁面及び座机の損

傷。

市民ロビー…壁面に設置している絵画がずれた。

１．音響反射板の天井部の一部破損

（地震後の点検で反響板を動かしたところ、裏面から部材の一部が舞台上に落下した）

２．府民ロビーの埋め込み照明カバーの落下

（地震直後に館内を巡回したところ、上記部品が1個ロビーに落下しているのを発見した）

　全国公文協では、大阪府北部地震の直後に近畿地区の施設の協力を得て緊急調査を実施いたしました。

　被害状況、修繕予定など、近畿地区の地震後の情報について掲載します。

　調査にご協力いただきありがとうございました。

施設名

滋賀県立芸術劇場

びわ湖ホール

日野町町民会館

わたむきホール虹

八幡市文化センター

京都府立府民ホール



都道府県 建物 運営 修繕 活動状況 その他被害状況施設名

京都府

①3階ホワイエ天井 防煙

垂壁の亀裂

②4階ホワイエ天井 防煙

垂壁の亀裂およびヒビ割

れ

安全性確保の応急処置は

実施済。早急に修繕予

定。

京都府 大きな破損はなし
エレベーターの使用不可

状況で通常営業

当日、会議室ご利用のお

客様から交通機関の都合

によりキャンセル申し出

があった。（3件）

京都府
建物躯体に関する破損は

なし

市民サロンに一部制限区

域を設定

ガラスメーカーに修繕見

積依頼中

地震発生時は開館前だっ

たため、市民サロンの措

置を行い、通常どおり開

館。

特に避難場所とはなって

いない。

大阪府
大ホール天井部の吊り具

の一部が湾曲

6月18日17:30で閉館

6月19日～

大ホール以外のホール・

諸室開館

現時点では未定

大ホールの当面の使用と

今後の使用受付を中止

・７月１日の受付抽選会

（来年７月分のホール受

付）では、大ホール復旧

の為、大・中・小ホール

及びレセプションホール

についても受付を行わな

い。

兵庫県 被害状況のとおり
特別な対応は行わない予

定

修繕期間は1週間通常通

りの活動状況程度。現在

業者と費用等について調

整中。

通常通りの活動状況

施設規模が大きいこと及

び地震に伴う軽易な障害

復旧業務が多いことか

ら，現時点で全ての問題

点は把握できていない可

能性がある。

兵庫県

文化棟：トイレのシーリ

ングライト用化粧カバー

が破損。

ホール棟：アルカイック

ホール・ミニ前エキスパ

ンジョイント部化粧カ

バー（ステンレス製）損

傷及び内部モルタル破損

通常営業 通常営業

兵庫県 被害状況のとおり 利用中止 対応なし

今年９月末で閉館予定で

あった。

地震発生後、１週間利用

を中止し現場検証を行っ

た。

被害状況から安全性の確

保ができないとの判断

で、設置者（市）が６月

１９日をもって利用中止

を決定した。

会議室棟は通常どおり貸

出（９月末で閉館）。

大ホール天井部の吊り具の一部が湾曲

①一部貸室壁面に小さなひびが入った（2室）

②施設外部の塀及び柱に小さなひびが入った（塀１か所，柱1か所）

※いずれも軽微な損傷で施設運営に影響を与えるものではない

営業に支障をきたすような目立った被害はなし

・大ホールは各箇所に損害あり。

　客席：床面亀裂多数あり。鉄やコンクリート片の落下物有り。

　舞台：落下物有り。

　キャットウォーク：壁に亀裂、破片有り。

　外観・トイレ：タイル剥がれ落下。

・当初９月末に全館閉館予定であったが、大ホールのみ６月１９日をもって利用を中止し

た。

地震発生日は休館日であったため、ホール利用者や来場者に対しての被害はなく、建物の倒

壊や開館に影響がでる大きな破損もなかったが、地震管制によるエレベーター運転停止が地

震発生時に作動し、18時10分まで稼働できない状態だった。

①エレベーター 4箇所 6機の停止

②天井から埃や塵の落下

１階市民サロン透明フロートガラス(15mm×100mm×3,440mm)が破損しました。

京都府民総合交流プラ

ザ

（京都テルサ）

ガレリアかめおか

吹田市文化会館

芦屋市民センター

尼崎市総合文化センター

川西市文化会館

京都コンサートホール



都道府県 建物 運営 修繕 活動状況 その他被害状況施設名

兵庫県

舞台天井裏のセメント

が、一部剥離。脱落。

3cm角程度。2カ所。

開館

職員による、天井裏破損

個所、目視点検。異常な

し。

業者に、他箇所に脱落の

可能性が無いか、また今

後の対応について調査依

頼中

休館日であったため、業

務はしていなかった

兵庫県

一部の壁に細かなクラッ

クが複数発生した。（建

物内）

地震当日は休館日であっ

た。翌日からは、平常通

り開館している。

修繕の必要性を調査中

兵庫県 未定

被害の無い施設からの情報

都道府県

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府

京都府

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

奈良県

モルタルのはがれなど、ごく軽度の被害はありましたが、使用には問題ありません。

6月18日（月）　全エレベーター（３機）が停止したが、17：30頃保守委託業者により復旧。

6月20日（水）　18日に大ホール利用があった為、未確認であった反響板を点検したところ、ずれがあり可動しなかった。保守委託業者により復旧。

・地震発生当日は休館日であった。職員による目視で特に異状なし。

・翌日以降、舞台保守業者により、簡易点検を実施したが、特に異常なし。ホール舞台上に細かな砂ホコリ等が多少あり。

・空調設備（冷温水機）の地震感知器が作動したが、職員により復旧し正常に稼働。

発災当日は休館日（月曜日）であった、翌火曜日から通常通り開館。

６月１８日（月）は休館日。翌日通常どおり、ただし、EVは業者点検後復旧

バックヤードの照明機材が棚から落下し、破損。

運営情報

劇場の設備や建物に対しての被害はなかったものの，交通手段に大きな影響が出ていること，今後の余震の可能性を踏まえてホール主催者により公演予定のコンサート（スキマスイッチ）が延期となった。

6/18(月)休館、外観点検

施設内、施設周辺においても大きな被害はなく、通常通りの営業を行っております。

地震の揺れにより、防火扉のマグネットが外れ扉が閉まったり、エレベーターが停止したが、実害はなし。

当日、催事を予定より15分程度遅らせて開始した。

舞台天井裏のセメントが、一部剥離。脱落。3cm角程度。2カ所。

大きな被害はなかったが、以下のような状況が発生した。

・エレベーター、非常用発電機が緊急停止。（点検のもとで復旧。）

・ホール内では、天井から、耐火被覆材やほこり等が落下し、客席が汚れた。

・一部物品の落下、転倒

・一部の壁に細かなクラック発生。（建物内）

奈良県文化会館

伊丹市立文化会館

川西市みつなかホール

明石市立市民会館

京都府立

ゼミナールハウス

神戸文化ホール

西宮市民会館

災害時の避難場所として指定はされているが、今回の地震での避難者はなし。

出勤していた職員によると大きな揺れを感じたということだったが、その後の調査で建物、舞台、設備の何れも問題なし。

当日開催予定であった大ホールの貸館催事は、交通機関の遮断を理由に中止となったが、中ホールの貸館催事は予定通り開催され、特に混乱もなかった。

大阪北部域の一部ホールが利用休止となったことから、当ホールの空き状況に関する問い合わせが増加。

草津市立草津

クレアホール

京都会館

ロームシアター京都

国立京都国際会館

たんば田園交響ホール

兵庫県

立芸術文化センター

宝塚市立文化施設

ベガ･ホール

施設名

浅井文化ホール


