
地震編 

第１章 総則 第４節 地震被害想定 

２ 中央構造線断層帯 
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震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
７４ｋｍ
○マグニチュード
８．０
○死者

４，３１９人
○負傷者

１８，８１７人
○住家全壊

９８，０８６棟
○住家半壊

８４，９７３棟
○建物火災（冬の夕方６時）

９９５件
○避難者（１週間後）
３９３，７８１人

○断水世帯（直後）
３８５，８５５世帯

○停電世帯（直後）
４８５，０１３世帯

○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯
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川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村川上村

東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村東吉野村

液状化危険度

15＜PL値

10＜PL値≦15 

　5＜PL値≦10

　0＜PL値≦5
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震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
７４ｋｍ
○マグニチュード
８．０
○死者

４，３１９人
○負傷者

１８，８１７人
○住家全壊

９８，０８６棟
○住家半壊

８４，９７３棟
○建物火災（冬の夕方６時）

９９５件
○避難者（１週間後）
３９３，７８１人

○断水世帯（直後）
３８５，８５５世帯

○停電世帯（直後）
４８５，０１３世帯

○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯

 
 

 

３ 生駒断層帯 
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震度４以下

震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
３８ｋｍ
○マグニチュード
７．５
○死者

４，２５７人
○負傷者

１７，５７８人
○住家全壊

９８，１２３棟
○住家半壊

８７，６９１棟
○建物火災（冬の夕方６時）

９７１件
○避難者（１週間後）
４３１，２１０人

○断水世帯（直後）
４３７，２８６世帯

○停電世帯（直後）
４８０，８４４世帯

○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯
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震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

震度

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下

○断層の長さ
３８ｋｍ
○マグニチュード
７．５
○死者

４，２５７人
○負傷者

１７，５７８人
○住家全壊

９８，１２３棟
○住家半壊

８７，６９１棟
○建物火災（冬の夕方６時）

９７１件
○避難者（１週間後）
４３１，２１０人

○断水世帯（直後）
４３７，２８６世帯

○停電世帯（直後）
４８０，８４４世帯

○都市ガス供給支障
世帯（直後）
２５６，９０３世帯
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