
１．本省及び地方支分部局の体制について  

※平成30年7月豪雨から継続中の体制も含む

7月3日 6:40 非常体制

北海道開発局 7月9日 17:00 警戒体制 東北運輸局 8月6日 15:00 警戒体制

東北地方整備局 8月6日 1:00 非常体制 関東運輸局 8月6日 18:00 注意体制

関東地方整備局 8月7日 0:00 注意体制 北陸信越運輸局 7月28日 16:30 注意体制

中部地方整備局 8月8日 18:00 注意体制 中部運輸局 7月7日 13:00 警戒体制

中国地方整備局 7月6日 20:45 非常体制 近畿運輸局 7月4日 07:00 注意体制

四国地方整備局 7月6日 5:00 非常体制 神戸運輸監理部 7月5日 10:00 注意体制

国土地理院 7月8日 9：00 非常体制 中国運輸局 7月8日 9:00 非常体制

国土技術政策総合研究所 7月3日 6：40 非常体制 四国運輸局 7月8日 5:50 警戒体制

九州運輸局 7月6日 8:00 警戒体制

気象庁 8月8日 9：00 警戒体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（8月9日12時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（8月7日0時～8月9日12時）

・主な１時間降水量

（アメダス観測値）

和歌山県 田辺市 栗栖川 64.5ミリ  7日13時39分まで

長野県 木曽郡南木曽町 南木曽 56.0ミリ  7日 4時14分まで

三重県 伊勢市 小俣 44.0ミリ  7日10時01分まで

和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川 42.0ミリ  7日11時07分まで

茨城県 石岡市 柿岡 41.5ミリ  7日 2時16分まで

長野県 下伊那郡大鹿村 大鹿 33.0ミリ  7日17時03分まで

高知県 四万十市 江川崎 32.5ミリ  7日15時06分まで

三重県 熊野市 熊野新鹿 32.0ミリ  7日10時32分まで

三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢 31.0ミリ  7日10時43分まで

東京都 八丈町 八丈島 27.5ミリ  8日14時44分まで

（気象レーダー等による解析（※））

茨城県 稲敷市 約80ﾐﾘ 7日01時00分まで

三重県 伊勢市 約70ﾐﾘ 7日10時30分まで

三重県 尾鷲市 約70ﾐﾘ 7日10時00分まで

災　害　情　報
平成30年8月9日14:00現在

国土交通省

台風第13号による被害状況について（第3報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

国土交通本省

○強い台風第13号は今日9日11時現在、日立市付近にあり、時速20キロの速さで北に進んでいる。
○台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から東側
90キロ以内と西側20キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっている。
○台風の影響により、関東地方から東北地方の太平洋側を中心に雨が降っている。また、風は海上を中心に猛烈な風が吹
いており、海は猛烈なしけとなっている。

○台風第13号は、次第に勢力を弱めるものの、今日9日夜にかけて暴風域を伴ったまま東北地方の太平洋側の海上を北上
する見込み。速度が遅いまま北上するため、影響が長引く見込み。その後、明日10日は三陸沖を東北東へ進み、温帯低気
圧に変わる見込み。
○台風本体の発達した雨雲や台風周辺の湿った空気が流入し、東北地方では今日9日昼過ぎにかけて、1時間に50ミリ以上
の非常に激しい雨が降る見込み。明日10日12時までの24時間雨量は、東北地方の多いところで120ミリの見込み。
○関東地方では9日昼過ぎにかけて、東北地方の太平洋側では9日夜にかけて、暴風となり、海上を中心に猛烈な風が吹
き、海は猛烈なしけとなる見込み。東北地方の太平洋側では大しけが10日にかけて続く見込み。明日10日にかけて予想され
る最大風速（最大瞬間風速）は関東地方・東北地方30メートル（45メートル）、明日10日にかけて予想される波の高さは東北
地方10メートル、関東地方9メートルの見込み。
○年間でも潮位が高い時期にあたり、東北地方の太平洋側では、台風が接近する時間帯や満潮の時間帯を中心に高潮の
おそれがある。
○暴風、高波に厳重に警戒するとともに、大雨に警戒し、高潮に注意。地元市町村や各地の気象台が発表する情報等に留
意。
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茨城県 美浦村 約60ﾐﾘ 7日01時00分まで

和歌山県 田辺市 約60ﾐﾘ 7日13時30分まで

長野県 駒ヶ根市 約50ﾐﾘ 7日16時00分まで

長野県 飯島町 約50ﾐﾘ 7日16時00分まで

長野県 南木曽町 約50ﾐﾘ 7日04時00分まで

岐阜県 中津川市 約50ﾐﾘ 7日15時00分まで

愛知県 碧南市 約50ﾐﾘ 7日12時00分まで

三重県 鳥羽市 約50ﾐﾘ 7日10時30分まで

三重県 熊野市 約50ﾐﾘ 7日10時30分まで

三重県 南伊勢町 約50ﾐﾘ 7日10時00分まで

和歌山県 那智勝浦町 約50ﾐﾘ 7日11時00分まで

・主な２４時間降水量

（アメダス観測値）

埼玉県 秩父市 浦山 157.0ミリ  9日 5時20分まで

福島県 福島市 鷲倉 147.0ミリ  9日11時20分まで

茨城県 北茨城市 花園 145.0ミリ  9日 9時10分まで

福島県 双葉郡川内村 川内 134.0ミリ  9日12時00分まで

宮城県 伊具郡丸森町 筆甫 129.5ミリ  9日12時00分まで

埼玉県 秩父市 三峰 126.0ミリ  9日 7時10分まで

福島県 双葉郡浪江町 津島 123.0ミリ  9日12時00分まで

茨城県 高萩市 大能 111.5ミリ  9日 9時20分まで

（気象レーダー等による解析（※））

山形県 山形市 約190ﾐﾘ 9日12時00分まで

福島県 川内村 約180ﾐﾘ 9日12時00分まで

栃木県 日光市 約180ﾐﾘ 9日07時00分まで

神奈川県 秦野市 約180ﾐﾘ 9日05時00分まで

福島県 田村市 約170ﾐﾘ 9日12時00分まで

神奈川県 伊勢原市 約170ﾐﾘ 9日05時00分まで

宮城県 丸森町 約160ﾐﾘ 9日12時00分まで

福島県 塙町 約160ﾐﾘ 9日11時00分まで

福島県 楢葉町 約160ﾐﾘ 9日12時00分まで

福島県 大熊町 約160ﾐﾘ 9日12時00分まで

茨城県 北茨城市 約160ﾐﾘ 9日09時00分まで

埼玉県 秩父市 約160ﾐﾘ 9日07時00分まで

神奈川県 厚木市 約160ﾐﾘ 9日05時00分まで

宮城県 七ヶ宿町 約150ﾐﾘ 9日12時00分まで

福島県 福島市 約150ﾐﾘ 9日11時00分まで

福島県 相馬市 約150ﾐﾘ 9日10時00分まで

福島県 飯舘村 約150ﾐﾘ 9日12時00分まで

山梨県 山梨市 約150ﾐﾘ 9日06時00分まで

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

福島県 福島市 鷲倉 194.0ミリ

埼玉県 秩父市 浦山 180.5ミリ

茨城県 北茨城市 花園 174.5ミリ

宮城県 伊具郡丸森町 筆甫 172.0ミリ

福島県 双葉郡川内村 川内 149.0ミリ

埼玉県 秩父市 三峰 143.5ミリ

福島県 双葉郡浪江町 津島 142.0ミリ

栃木県 日光市 奥日光 139.0ミリ

福島県 相馬郡飯舘村 飯舘 127.5ミリ

茨城県 高萩市 大能 126.5ミリ

（３）強風の状況（8月7日0時～8月9日12時）

・主な風速

千葉県 銚子市 銚子 20.0m/s (西南西)  9日 7時11分

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 19.3m/s (北東)  8日14時11分

東京都 三宅村 三宅坪田 18.0m/s (北)  8日 9時08分

東京都 三宅村 三宅島 15.7m/s (北)  8日 8時36分

東京都 大田区 羽田 15.2m/s (北)  9日 1時48分

東京都 八丈町 八重見ヶ原 14.6m/s (北北東)  7日19時51分

栃木県 宇都宮市 宇都宮 14.5m/s (北北東)  9日 7時44分

※レーダー等を用いて解析された降水量

(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位

で表記。

※レーダー等を用いて解析された降水量

(1km四方毎)の市町村内の最大値を表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位

で表記。
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千葉県 成田市 成田 14.3m/s (北北西)  9日 3時59分

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 14.2m/s (東北東)  7日12時52分

東京都 大島町 大島北ノ山 14.1m/s (北)  8日15時07分

・主な瞬間風速

千葉県 銚子市 銚子 27.5m/s (西)  9日 7時24分

東京都 三宅村 三宅坪田 26.7m/s (北)  8日 8時04分

東京都 三宅村 三宅島 24.9m/s (北)  8日 8時29分

北海道 幌泉郡えりも町 えりも岬 23.9m/s (北東)  8日14時12分

東京都 神津島村 神津島 23.7m/s (北)  8日12時10分

東京都 八丈町 八重見ヶ原 23.7m/s (北北西)  8日 7時34分

東京都 八丈町 八丈島 22.9m/s (北西)  8日 7時28分

東京都 大島町 大島 22.3m/s (北)  8日16時21分

東京都 大島町 大島北ノ山 22.1m/s (北北東)  8日13時01分

茨城県 水戸市 水戸 21.6m/s (北東)  9日 3時19分

（４）波浪の状況（8月7日0時～8月9日12時）

・主な波浪最高値

（波浪観測値）

【国土交通省港湾局所管】

福島県 小名浜 6.6ｍ 9日　06時00分

GPS波浪計 宮城中部沖 7.2ｍ 9日　08時20分

GPS波浪計 福島県沖 7.6ｍ 9日　07時00分

３．国土交通省の対応

○国土交通省連絡調整会議を開催(8/6)

○国土交通省非常災害対策本部会議を開催(8/7)

４．気象庁の対応

○
○ 各地の気象台では、地方公共団体等の地元関係機関へ台風説明会を実施。
○ 気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。

５．海上保安庁の対応（平成30年8月8日09：00時点）
（１）体制

第二管区海上保安本部（塩釜市）
８月８日０１３０　警戒配備発令
８月９日０７００　非常配備発令
第三管区海上保安本部（横浜市）
８月７日１７００　警戒配備発令
８月８日０９００　非常配備発令
第四管区海上保安本部（名古屋市）
８月８日０９００　警戒配備発令　　８月８日１７００　警戒配備解除
第九管区海上保安本部（新潟市）
８月９日０６００　警戒配備発令

（２）人的・物的被害及び主な対応状況
８月５日　野島崎沖にて航行不能となったタンカー（ＶＬＣＣ）の対応中（現在、御前崎南西沖約２００km）

８月９日　茨城県那珂湊沖にて強風による操船困難貨物船の対応中（陸岸から離れる北東方向に自走中）

６．所管施設等の状況

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

１)水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

○地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第13号の接近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の
　 徹底・注意喚起を発出（8/6～8/7）

東北地整 宮城県
石巻海岸
他26海岸

陸閘5基常時閉鎖
水門70基中63基常時閉鎖、7基状況監視中

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

東北地整 青森県
百石海岸
他10海岸

陸閘52基常時閉鎖
水門4基状況監視中

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

台風第13号に関して報道発表を実施（8/7 14:00、8/8 14:00）
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２）点検対象及び点検状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

○道路

１．高速道路、直轄国道等の通行止め及び被災状況
（１）高速道路
被災による通行止め：なし

※事前通行規制： なし

※解除済

○ 道路名：E84 西湘BP

区間名：西湘二宮IC～早川IC[下り　8/7 0:00～8/9 5:00 12.2km]

区間名：早川IC～石橋IC[下り　8/7 14:55～8/9 5:00 2.4km]

区間名：西湘二宮IC～石橋IC[上り　8/7 14:55～8/9 5:00 13.9km]

（２）直轄国道
被災による通行止め：なし

（３）公社有料・指定都市高速
被災による通行止め：なし

※事前通行規制：なし
※解除済
○ 道路名：真鶴道路

区間名：全線[8/7 17:45～8/9 5:00 4.5km]

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道
被災による通行止め：１路線１区間 → 被災による通行止め：なし

※解除済
○ 国道１４０号　　埼玉県秩父市大滝  L = 1.6km（8月8日19:10～8月9日11:30)

２）都道府県・政令市道
被災による通行止め：なし

○鉄道（8月9日12:00現在）

（施設の被害等）

・東日本旅客鉄道　成田線　香取～水郷駅間　倒竹

（運行状況）

・8月 8日（13:00現在）　 0  事業者 　 0　路線　運転休止

・8月 9日 （6:00現在）　 4  事業者 　 4　路線　運転休止

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

整備局 都道府県 海岸名 被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

関東地整 茨城県
日立海岸
他３海岸

陸閘7基中6基常時閉鎖、残り１基閉鎖完了

東北地整 秋田県 八森海岸 水門1基常時閉鎖

関東地整 神奈川県
小田原海岸
他７海岸

陸閘57基中3基常時閉鎖、46基開作業済み、残り8基作業中
水門5基常時閉鎖

関東地整

東北地整 宮城県
岩沼海岸
山元海岸

海岸保全施設、一般被害の情報なし

神奈川県 西湘海岸
点検完了、

海岸保全施設、一般被害の情報なし

関東地整 千葉県
君ヶ浜海岸
他59海岸

海岸保全施設、一般被害の情報なし

関東地整 神奈川県
小田原海岸
他26海岸

8/9　5:00より点検開始
海岸保全施設、一般被害の情報なし

関東地整 東京都
湯の浜海岸
他14海岸

8/9　5:00より点検開始
海岸保全施設、一般被害の情報なし

関東地整 茨城県
五浦海岸
他54海岸

海岸保全施設、一般被害の情報なし
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（運行状況）

　０　事業者 　０　路線　運転休止

○自動車関係

■高速バス関係

19 事業者で 64 路線運休 3 事業者で 3 路線一部運休

西武バス（株） 和光－羽田空港 運休

西武観光バス（株） 横浜、羽田－軽井沢 運休

西武バス（株） 所沢－羽田空港 運休

西武バス（株） 川越－羽田空港 運休

西武バス（株） 大宮－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 川越－羽田空港 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 成田シャトル 運休

西武バス（株） 成田空港－大宮 運休

東京空港交通(株) 大宮－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 石神井、和光－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 所沢－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 四街道－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 千葉、幕張－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 浦和－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 東京、浅草－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 一之江、豊洲－羽田空港 運休

東京空港交通(株) 大網－羽田空港 運休

東京空港交通(株) ふじみ野－成田空港 運休

東京空港交通(株) 新宿－千葉 運休

東京空港交通(株) 池袋、新宿－羽田空港 運休

千葉中央バス(株) 羽田空港－大網駅 運休

千葉中央バス(株) 千葉駅－亀田病院 運休

東京空港交通(株) 池袋、新宿－成田空港 運休

関東自動車(株) 宇都宮～水戸・ひたちなか 運休

茨城交通(株) 宇都宮～水戸・ひたちなか 運休

千葉中央バス(株) 新宿－土気 運休

国際興業（株） 浦和－羽田空港 運休

国際興業（株） 大宮－羽田空港 運休

国際十王交通(株) 新島車庫－成田空港 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

千葉交通（株） 成田空港－川越、坂戸 運休

千葉交通（株） 成田空港－日立、水戸 運休

千葉交通（株） 成田空港－熊谷、鴻巣 運休

千葉交通（株） 成田空港－大宮 運休

千葉交通（株）

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 全線 8月9日運転再開

成田空港－酒々井プレミアムアウトレット 運休

千葉交通（株） 銚子－東京 一部運休

国際興業（株） 成田空港－大宮 運休

国際興業（株） 浦和、池袋－ＴＤＲ 運休

国際興業（株） 川口、赤羽－羽田空港 運休

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等

東日本旅客鉄道 成田線 佐原～松岸 香取～水郷：倒竹 8月9日運転再開

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 全線 8月9日運転再開

小湊鉄道 小湊鉄道線 上総牛久～上総中野 8月9日運転再開
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・路線バス関係

3 事業者で 9 路線運休 0 事業者で 0 路線一部運休

富士急静岡バス㈱ 水ヶ塚駐車場～富士宮口五合目線 通常運行

富士急静岡バス㈱ 新富士駅・富士駅・富士宮駅～富士宮口五合目線 通常運行
東海自動車（株） 新井線（伊東駅～新井） 通常運行

日東交通(株) 君津マザー牧場線 運休
日東交通(株) 木更津鴨川線 運休
関東鉄道（株） 筑波山シャトル 運休

千葉交通（株） 蓮沼循環線 運休
千葉交通（株） 水戸線 運休
千葉交通（株） 成田空港シャトルバス 運休

東京空港交通(株) 新宿－千葉駅 運休
千葉中央バス(株) 東京駅－大網駅 運休
(株)千葉交タクシー 岬めぐりシャトルバス 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京駅－館山、千倉、安房白浜 一部運休

濃飛乗合自動車㈱ 高山～新宿 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況

京浜急行バス（株） 幕張、千葉、千葉中央－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） 横浜、品川－軽井沢 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京駅－いわき駅 運休

京浜急行バス（株） 朝霞台、志木、ふじみ野－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） 桶川、上尾－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） 鹿島神宮駅－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） 水戸、日立－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） 王子、赤羽、川口－羽田空港 運休

京浜急行バス（株） さいたま新都心、大宮－羽田空港 運休

イーグルバス（株） 羽田空港－川越 運休

川越観光自動車（株） 成田空港－坂戸、森林公園 運休

京浜急行バス（株） さいたま新都心、大宮－羽田空港 運休

日東交通(株) 千葉－館山 一部運休

関東鉄道（株） 茨城空港－東京駅 運休

関東鉄道（株） 羽田空港－鹿島神宮駅 運休

東武バスセントラル（株） 羽田空港－いわき 運休

日東交通(株) 千葉駅－鴨川 運休

日東交通(株) 東京駅－鴨川 運休

東武バスウエスト（株） 成田空港－坂戸、森林公園 運休

東武バスウエスト（株） 羽田空港－朝霞台、志木、ふじみ野 運休

東武バスウエスト（株） 羽田空港－桶川、上尾 運休

京成バス（株） 羽田空港－千葉中央駅 運休

京成バス（株） 浦和、池袋－ＴＤＲ 運休

東武バスウエスト（株） 成田空港－大宮 運休

京成バス（株） 東京駅－勝浦、小湊、安房御宿 運休

京成バス（株） 成田空港－大宮 運休

京成バス（株） 成田空港－所沢駅 運休

京成バス（株） 東京駅－安房鴨川駅 運休
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○海事関係

■運航状況

・14事業者17航路において運休又は一部運休

○港湾関係（海岸保全施設を含む）

■施設等の点検状況

点検準備中

- 東京湾中央航路 点検準備中 －

神奈川県 川崎港 点検中 点検済

神奈川県 横浜港 点検済 －

神奈川県 横須賀港 点検中 点検中

東京都 東京港 国際戦略 点検中 －

東京都 東京都全域（離島） 地方 点検中 点検中

千葉県 千葉港 点検中 点検準備中

千葉県 木更津港 点検済 点検済

千葉県 千葉県全域 地方 点検中 点検中

点検準備中

茨城県 鹿島港 重要 点検中 点検準備中

茨城県 茨城県全域 地方 点検準備中 点検準備中

オーシャントランス（株） 新門司～徳島～東京 一部運休

茨城県 茨城港常陸那珂港区 重要 点検中 点検準備中

川崎近海汽船（株） 宮古～室蘭 運休 8/10室蘭発２０：００便より運航再開予定

塩釜市 塩釜～朴島 運休

神新汽船㈱ 神津島～下田 運休

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

箱根観光船㈱ 箱根町～湖尻桃源台 運航再開 8/9日運航再開

伊豆箱根鉄道㈱ 箱根関所跡～湖尻 運航再開 8/9日運航再開

(公財)東京都公園協会

伊豆諸島開発㈱ 八丈島～青ヶ島 運休

東京湾フェリー㈱ 久里浜～金谷 運航再開 8/9日運航再開

東京都観光汽船㈱ 浅草～日の出 等 一部運休

㈱ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運航再開 8/9日運航再開

商船三井フェリー㈱ 大洗～苫小牧 運休

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運休

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島 一部運休 午後より東京～大島間ジェットフォイルのみ就航

東海汽船㈱ 神津島～熱海 運休

東海汽船㈱ 熱海～大島 運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

網地島ライン（株） 石巻～田代島～網地島 運休

シーパル女川汽船（株） 女川～江島 運休

シィライン（株） 青森～佐井 運休

東京水辺ライン 運休

太平洋フェリー(株) 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休

(株)エスパルスドリームフェリー

(株)富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運航再開 8/9日運航再開

清水～土肥 運航再開 8/9日運航再開

都道府県名 港湾名 港格 港湾施設 海岸保全施設

茨城県 茨城港日立港区 重要 点検中 点検準備中

国際拠点

茨城県 茨城港大洗港区 重要 点検中

航路

国際戦略

重要

神奈川県 神奈川県全域 点検中地方

重要

国際戦略
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■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

■港湾海岸水門・陸閘等の操作状況

○航空関係

■空港等施設被害なし

■欠航便（９日１２：００時点）

８日の欠航　１６８便（ANA４２便、JAL５０便、その他７６便）

９日の欠航　１１１数（ANA３０便、JAL８便、その他７３便）

○河川、管理ダム、土砂災害、物流関係、下水道、公園・宅地関係、公営住宅等関係、観光関係、官庁施設

・現時点で被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室　伊藤
代　表：０３－５２５３－８１１１　内線３５－８２２

直　通：０３－５２５３－８４６１

神奈川県
川崎港海岸他

5海岸
64 6 1 4 53

千葉県
千葉港海岸他

6海岸
103 24 6 28 45

東京都
東京港海岸他

12海岸
55 9 0 0 46

都道府県名 海岸名
水門・樋門等の操作状況

施設総数 常時閉鎖 フラップゲート 閉鎖済み 状況監視中

茨城県
常陸那珂港海

岸他4海岸
0 0 0 0 0

神奈川県 神奈川県 地方 大磯港

［事前通行規制（解除済）］
西湘バイパス通行止めに伴う臨港道路通行止め（オンランプ
（下り線）8/7 0:00～8/9 5:00、オフランプ（上り線）8/8 14:30
～8/9 5:00）

神奈川県 神奈川県 地方 湘南港
［事前通行規制（解除済）］
臨港道路（江の島大橋）通行止め（8/8 19:00～8/9 5:20）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等
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