
災害時遮断状況確認及び優先開放対象の踏切リスト

起点側 終点側
⻄⽇本旅客鉄道 学研都市線 河内磐船 星田 磐船街道 大阪府 国道168号 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 学研都市線 忍ケ丘 四条畷 中野 四條畷市 市道中野１号線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 学研都市線 忍ケ丘 四条畷 南野 大阪府 府道大東四條畷線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 久米田 下松 久米田南一 岸和田市 市道⻄之内⼩松⾥線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 久米田 下松 久米田南二 岸和田市 市道久⽶⽥東⻄線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 久米田 下松 久米田北三 大阪府 府道田治米忠岡線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 富木 北信太 高石街道 高石市 市道取石中央線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 新家 和泉砂川 新家南一 大阪府 府道30号大阪和泉泉南線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 富木 北信太 第二新家 大阪府 府道信太高石線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 ⻑滝 新家 ⻑滝南⼀ 大阪府 府道日根野羽倉崎線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 阪和線 東貝塚 和泉橋本構内 和泉橋本北一 大阪府 府道水間和泉橋本停車場線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 大和路線 八尾構内 久宝寺 渋川 八尾市 市道⻯華第166号 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 梅田連絡線 梅田信号所 ⻄九条 浄正橋 大阪市 府道大阪伊丹線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 梅田連絡線 梅田信号所 ⻄九条 ⻄梅⽥⼀番 大阪市 市道九条梅田線 〇 〇
⻄⽇本旅客鉄道 北方連絡線 宮原操 塚本 池⽥街道⻄ 大阪市 国道176号線 〇 〇
京阪電鉄 京阪本線 光善寺 枚方公園 三和 大阪府 府道八尾枚方線（21号線） 〇 〇
京阪電鉄 交野線 交野市 河内森 交野2号 交野市 市道私部⻘⼭線 〇 〇
近畿日本鉄道 大阪線 河内山本 高安 山本第1号 大阪府 府道八尾茨木線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 喜志 富田林 仮美原太子線踏切 大阪府 府道美原太子線 〇 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 喜志 富田林 喜志第2号 富田林市 市道桜井1号線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 喜志 富田林 喜志第6号 富田林市 市道若松5号線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 古市 喜志 古市第8号 大阪府 府道32号美原太子線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 滝谷不動 汐ノ宮 滝谷不動第3号 大阪府 府道富田林泉大津線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 滝谷不動 汐ノ宮 滝谷不動第6号 河内⻑野市 市道汐の宮滝谷1号線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 富⽥林⻄⼝ 川⻄ 富⽥林⻄⼝第1号 富田林市 市道甲田3号線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 富田林 富⽥林⻄⼝ 富田林第2号 大阪府 府道堺富田林線 〇
近畿日本鉄道 ⻑野線 富田林 富⽥林⻄⼝ 富田林第3号 富田林市 市道寿2号線 〇
近畿日本鉄道 奈良線 瓢箪山 枚岡 瓢箪山第１号 大阪府 国道旧170号 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 恵我ノ荘 高鷲 恵我ノ荘第１号 大阪府 府道郡⼾⼤堀線 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 恵我ノ荘 高鷲 恵我ノ荘第４号 大阪府 府道島泉伊賀線 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 古市 駒ヶ谷 古市第１号 大阪府 国道１６６号 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 古市 駒ヶ谷 古市第４号 羽曳野市 市道野中城山線 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 古市 駒ヶ谷 古市第６号 大阪府 府道柏原国分千早赤阪線 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 上ノ太子 二上山 上ノ太子第２号 大阪府 国道１６６号 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 上ノ太子 二上山 上ノ太子第3号 羽曳野市 市道飛鳥4号線 〇
近畿日本鉄道 南大阪線 藤井寺 土師ノ里 藤井寺第２号 大阪府 府道大阪羽曳野線 〇
阪急電鉄 京都線 崇禅寺 淡路 一小川 大阪市 市道東淀川区第841号線 〇 〇
阪急電鉄 京都線 摂津市 南茨木 千里丘 大阪府 府道沢良宜東千里丘停車場線 〇 〇
阪急電鉄 京都線 摂津市 南茨木 産業道路 摂津市 市道千里丘三島線 〇 〇
阪急電鉄 京都線 正雀 摂津市 正音寺 大阪府 府道正雀停車場線 〇 〇
阪急電鉄 京都線 正雀 摂津市 坪井 摂津市 市道坪井味舌線 〇 〇
阪急電鉄 千里線 柴島 淡路 国次 大阪市 市道東淀川区第841号線 〇 〇
阪急電鉄 千里線 下新庄 吹田 支線神崎川北 吹田市 市道中の島川岸線 〇 〇
阪急電鉄 千里線 吹田 豊津 吹田街道 大阪府 府道豊中吹田線 〇 〇
阪急電鉄 箕面線 牧落 箕面 平尾 大阪府 府道箕面池田線 〇 〇
阪急電鉄 箕面線 牧落 箕面 箕面学校裏 箕面市 市道中央線 〇 〇
阪堺電気軌道 阪堺線 細井川 安立町 細井川1−2号 大阪市 国道479号 〇 〇
阪堺電気軌道 阪堺線 東湊 石津北 東湊２−１号 堺市 府道34号堺狭山線 〇 〇
阪堺電気軌道 阪堺線 新今宮 今池 南霞町1号 大阪市 市道今宮平野線 〇 〇
阪神電気鉄道 阪神なんば線 伝法 福駅 福駅東 大阪市 市道福町浜町線 〇 〇
水間鉄道 水間線 貝塚 貝塚市役所前 海塚1号 貝塚市 市道小瀬神前線 〇 〇
水間鉄道 水間線 貝塚 貝塚市役所前 海塚2号 貝塚市 市道畠中堀線 〇 〇
水間鉄道 水間線 貝塚 貝塚市役所前 海塚3号 貝塚市 市道鳥羽畠中線 〇 〇
水間鉄道 水間線 近義の里 石才 海塚9号 大阪府 府道30号大阪和泉泉南線 〇 〇
水間鉄道 水間線 森 三ツ松 森2号 貝塚市 市道三ツ松白地線 〇 〇
水間鉄道 水間線 石才 清児 石才2号 貝塚市 市道麻生中橋本線 〇 〇
水間鉄道 水間線 名越 森 名越2号 貝塚市 市道名越千石荘線 〇 〇
水間鉄道 水間線 名越 森 名越8号 貝塚市 市道森阿間ヶ滝線 〇 〇
南海電気鉄道 高野線 住吉東 沢ノ町 住吉東４号 大阪市 国道479号 〇 〇
南海電気鉄道 高野線 千代田 河内⻑野 千代田1号 河内⻑野市 市道貴望ケ丘病院住宅線 〇
南海電気鉄道 高野線 滝谷 千代田 滝谷4号 大阪府 府道富田林泉大津線 〇
南海電気鉄道 高野線 沢ノ町 我孫子前 沢ノ町4号 大阪市 府道30号大阪和泉泉南線 〇 〇
南海電気鉄道 高野線 浅香山 堺東 浅香山３ 堺市 府道大堀堺線 〇
南海電気鉄道 多奈川線 深日町 深日港 深日町3号 大阪府 臨港道路 〇
南海電気鉄道 南海本線 井原里 泉佐野 井原里２号 大阪府 府道泉佐野打田線 〇
南海電気鉄道 南海本線 羽倉崎 吉見ノ里 羽倉崎２号 大阪府 府道日根野羽倉崎線 〇
南海電気鉄道 南海本線 貝塚 二色浜 貝塚11号 大阪府 府道和歌山貝塚線 〇
南海電気鉄道 南海本線 貝塚 二色浜 貝塚4号 貝塚市 市道脇浜石才線 〇
南海電気鉄道 南海本線 吉見ノ里 岡田浦 吉見ノ里1号 田尻町 町道新家田尻線1号 〇
南海電気鉄道 南海本線 高石 北助松 高石7号 泉大津市 市道助松千原線 〇
南海電気鉄道 南海本線 石津川 諏訪ノ森 石津川8号 堺市 市道浜寺諏訪森船尾線 〇 〇
南海電気鉄道 南海本線 蛸地蔵 貝塚 蛸地蔵4号 貝塚市 市道貝塚堀線 〇
南海電気鉄道 南海本線 蛸地蔵 貝塚 蛸地蔵7号 貝塚市 市道⻄町海塚⿇⽣中線 〇
南海電気鉄道 南海本線 樽井 尾崎 樽井１４号 阪南市 市道尾崎自然田線 〇
南海電気鉄道 南海本線 箱作 淡輪 箱作18号 大阪府 府道淡輪停車場線 〇
南海電気鉄道 南海本線 和泉大宮 岸和田 和泉大宮1号 岸和田市 市道久⽶⽥東⻄線 〇
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