
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．本省及び地方支分部局の体制について  

10月11日 9:30 非常体制 北海道運輸局 10月12日 14:00 注意体制

北海道開発局 10月11日 17:00 警戒体制 東北運輸局 10月11日 11:00 警戒体制

東北地方整備局 10月11日 18:00 警戒体制 関東運輸局 10月11日 11:30 非常体制

関東地方整備局 10月11日 17:00 非常体制 北陸信越運輸局 10月11日 17:00 警戒体制

北陸地方整備局 10月12日 9:30 警戒体制 中部運輸局 10月11日 14:30 警戒体制

中部地方整備局 10月11日 17:00 非常体制 近畿運輸局 10月11日 11:30 注意体制

近畿地方整備局 10月12日 3:15 警戒体制 神戸運輸監理部 10月12日 04:40 注意体制

中国地方整備局 10月12日 3:55 注意体制 中国運輸局 10月11日 16:00 注意体制

四国地方整備局 10月11日 14:10 警戒体制 四国運輸局 10月11日 15:50 注意体制

国土地理院 10月11日 9:30 非常体制 九州運輸局 10月11日 9:30 注意体制

国土技術政策総合研究所 10月11日 9:30 非常体制 気象庁 10月11日 11:00 非常体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（10月12日15時現在）

【概況】

【気象の見通し】

（２）大雨等の状況（10月10日0時～10月12日15時）

・主な１時間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県足柄下郡箱根町 箱根 79.5ミリ 12日13時04分まで

東京都 西多摩郡檜原村 小沢 63.5ミリ 12日 8時09分まで

埼玉県 秩父市 浦山 59.0ミリ 12日15時00分まで

静岡県 伊豆市 湯ケ島 55.0ミリ 12日 5時05分まで

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 52.5ミリ 12日12時16分まで

静岡県 伊豆市 天城山 52.5ミリ 12日 8時58分まで

三重県 志摩市 阿児 51.5ミリ 12日10時03分まで

東京都 西多摩郡奥多摩町小河内 50.0ミリ 12日14時18分まで

山梨県 上野原市 上野原 48.5ミリ 12日14時51分まで

山梨県 南巨摩郡身延町 切石 48.5ミリ 12日14時02分まで

災　害　情　報
令和元年10月12日18:00現在

国土交通省

令和元年台風第１９号による被害状況等について（第２報）

国土交通本省

○ 　15時30分に、静岡県、神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県に特別警報を発表した。
○　大型で非常に強い台風第19号は、12日15時には下田市の南南西にあって、１時間におよそ30キロの速さで北北東
へ進んでいる。
○　台風周辺の雨雲がかかり、西日本から東日本の太平洋側を中心に激しい雨となっている。このため神奈川県、静岡
県で600ミリ、埼玉県、東京都で400ミリ、三重県で200ミリを超える総降水量となるなど各地で大雨となっている。
○　東日本から西日本の太平洋側の海上では、非常に強い風が吹いており、東日本の太平洋側から沖縄地方にかけ
ては、うねりを伴い大しけとなっている。

○　台風は、非常に強い勢力を保ったまま、12日夕方から夜にかけて、東海地方または関東地方に上陸し、13日にかけ
て温帯低気圧の性質を帯びつつ、速度を速めながら東日本から東北地方を北東に進む見込み。その後、北海道の南東
海上で温帯低気圧に変わる見込み。
○　12日から13日にかけて、北日本から西日本にかけての広い範囲で非常に強い風や猛烈な風が吹き、台風が接近・
上陸する東海地方や関東地方を中心に記録的な暴風が吹く見込み。また、北日本から西日本の太平洋側の広い範囲
で、大しけや猛烈なしけとなる所がある見込み。
○　13日明け方にかけて、北日本から西日本の広い範囲で潮位が高くなる見込み。特に、東海地方では、過去最高潮
位を超える記録的な高潮となるおそれがある。
○　12日から13日にかけて、台風本体や台風周辺の発達した雨雲の影響で、西日本から東北地方の広い範囲で雷を
伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込み。東日本を中心に総雨量が多くなって、記録的な大雨とな
るおそれがある。関東地方と東海地方では昭和33年の狩野川台風に匹敵する記録的な大雨となるおそれがあり、大雨
の状況によっては、大雨特別警報の範囲が広がるおそれがある。
○　暴風や高波、高潮、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。落雷や竜巻等の激しい突風
に注意。 最新の台風や大雨、暴風、高波に関する気象情報等に留意。
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（気象レーダー等による解析（※））
静岡県 富士宮市 約110ﾐﾘ 12日15時00分まで
宮崎県 諸塚村 約90ﾐﾘ 10日09時00分まで
神奈川県 箱根町 約80ﾐﾘ 12日13時00分まで
山梨県 富士吉田市 約80ﾐﾘ 12日14時30分まで
山梨県 鳴沢村 約80ﾐﾘ 12日14時30分まで
静岡県 御殿場市 約80ﾐﾘ 12日14時00分まで
静岡県 小山町 約80ﾐﾘ 12日15時00分まで
群馬県 中之条町 約70ﾐﾘ 12日11時00分まで
埼玉県 横瀬町 約70ﾐﾘ 12日15時00分まで
埼玉県 皆野町 約70ﾐﾘ 12日15時00分まで
東京都 八王子市 約70ﾐﾘ 12日08時00分まで
東京都 檜原村 約70ﾐﾘ 12日08時30分まで
神奈川県 相模原市緑区 約70ﾐﾘ 12日14時00分まで
神奈川県 南足柄市 約70ﾐﾘ 12日14時00分まで
静岡県 静岡市 約70ﾐﾘ 12日13時30分まで
静岡県 富士市 約70ﾐﾘ 12日14時00分まで
静岡県 裾野市 約70ﾐﾘ 12日14時00分まで
静岡県 伊豆市 約70ﾐﾘ 12日12時30分まで
三重県 伊勢市 約70ﾐﾘ 12日10時30分まで

・主な２４時間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県足柄下郡箱根町 箱根 680.5ミリ 12日15時00分まで

静岡県 伊豆市 湯ケ島 614.0ミリ 12日15時00分まで

静岡県 伊豆市 天城山 479.0ミリ 12日15時00分まで

埼玉県 秩父市 浦山 422.0ミリ 12日15時00分まで

東京都 西多摩郡檜原村 小沢 420.0ミリ 12日15時00分まで

東京都 西多摩郡奥多摩町小河内 418.0ミリ 12日15時00分まで

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 416.0ミリ 12日15時00分まで

静岡県 御殿場市 御殿場 400.5ミリ 12日15時00分まで

三重県 志摩市 阿児 396.5ミリ 12日15時00分まで

山梨県 南巨摩郡南部町 南部 388.0ミリ 12日15時00分まで

（気象レーダー等による解析（※））

神奈川県 箱根町 約700ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 富士宮市 約700ﾐﾘ 12日15時00分まで

神奈川県 相模原市緑区 約600ﾐﾘ 12日15時00分まで

山梨県 富士吉田市 約600ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 伊豆市 約600ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 小山町 約600ﾐﾘ 12日15時00分まで

三重県 伊勢市 約600ﾐﾘ 12日15時00分まで

埼玉県 秩父市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

神奈川県 小田原市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

神奈川県 南足柄市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

神奈川県 清川村 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

山梨県 早川町 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

山梨県 鳴沢村 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

長野県 伊那市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 静岡市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 沼津市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 伊東市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 富士市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 御殿場市 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

静岡県 函南町 約500ﾐﾘ 12日15時00分まで

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

神奈川県足柄下郡箱根町 箱根 722.5ミリ

静岡県 伊豆市 湯ケ島 630.5ミリ

静岡県 伊豆市 天城山 505.5ミリ

埼玉県 秩父市 浦山 437.5ミリ

※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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東京都 西多摩郡檜原村 小沢 434.5ミリ

東京都 西多摩郡奥多摩町小河内 433.0ミリ

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 427.0ミリ

静岡県 御殿場市 御殿場 418.5ミリ

山梨県 南巨摩郡南部町 南部 397.0ミリ

三重県 志摩市 阿児 397.0ミリ

（３）強風の状況（10月10日0時～10月12日15時）

・主な風速

東京都 神津島村 神津島 28.6m/s (南東) 12日14時35分

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 25.6m/s (東北東) 12日 6時03分

東京都 三宅村 三宅坪田 25.0m/s (南南東) 12日14時54分

東京都 新島村 新島 21.8m/s (東南東) 12日12時15分

東京都 小笠原村 父島 21.4m/s (南東) 11日 5時40分

兵庫県 神戸市中央区 神戸 21.1m/s (北北西) 12日11時52分

宮城県 石巻市 石巻 20.5m/s (北東) 12日15時00分

鳥取県 鳥取市 湖山 20.2m/s (北北東) 12日14時48分

岡山県 勝田郡奈義町 奈義 20.1m/s (北北東) 12日14時38分

千葉県 銚子市 銚子 19.8m/s (東南東) 12日14時23分

・主な瞬間風速  

東京都 神津島村 神津島 43.7m/s (南東) 12日15時00分

東京都 小笠原村 父島 39.2m/s (南東) 10日17時51分

東京都 八丈町 八重見ヶ原 37.0m/s (東北東) 11日23時50分

東京都 八丈町 八丈島 34.9m/s (東北東) 11日20時53分

岡山県 勝田郡奈義町 奈義 33.5m/s (北北東) 12日14時37分

東京都 三宅村 三宅坪田 33.4m/s (南南東) 12日14時52分

静岡県 賀茂郡南伊豆町 石廊崎 32.7m/s (東北東) 12日 5時59分

東京都 新島村 新島 31.4m/s (東南東) 12日12時06分

兵庫県 神戸市中央区 神戸 31.4m/s (北) 12日11時52分

宮城県 石巻市 石巻 30.8m/s (北東) 12日14時30分

（５）波浪の状況（10月10日0時～10月12日15時）

・主な波浪最高値

【国土交通省港湾局所管】

高知県 高知室戸岬沖  10.8m  12日  03時20分

静岡県 御前崎港  9.2m  12日  08時40分

三重県 三重尾鷲沖  8.8m  12日  03時00分

鳥取県 鳥取港 6.5m  12日　14時00分

高知県 上川口港  6.2m  11日  08時00分

宮崎県 宮崎日向沖  6.1m  11日  23時20分

兵庫県 柴山港  6.0m  12日  14時20分

【気象庁所管】

静岡県 石廊崎  8.2m  12日  14時00分

京都府 経ヶ岬  6.2m  12日  14時00分

（６）潮位の状況（10月10日0時～10月12日15時）

・主な最高潮位(波浪の影響による短周期変動を除去した値)

【気象庁所管】

東京都 三宅島（坪田） 2.3m 12日　05時59分　

静岡県 石廊崎 2.0m 12日　12時06分
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３．国土交通省の対応

○国土交通省災害対策本部を設置（10/11）

○国土交通省災害対策本部会議を開催（10/11（2回））

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（10/8、10/11）

○地方整備局と地方気象台が共同で気象の見通し、河川の水位に関する情報について記者会見を実施（５件）
１０月１１日　１１：００～　東北地方整備局と仙台管区気象台、 近畿地方整備局と大阪管区気象台

　　　　　　　　１３：３０～　中部地方整備局と静岡地方気象台

　　　　　　　　１４：００～　関東地方整備局と東京管区気象台、北陸地方整備局と新潟地方気象台

○ホットライン実施状況

○北海道開発局

・ 北海道（ 市 町 村 ） （10/11)

○東北地整（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 青森県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 岩手県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 宮城県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 秋田県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 山形県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 福島県（ 市 町 村 ） （10/11)

○関東地整（ 区 市 町 村 ） （10/10～11)

・ 千葉県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 千葉県（ 市 町 ） （10/11)

・ 東京都（ 市 ） （10/10)

・ 東京都（ 区 市 町 村 ） （10/11)

・ 神奈川県（ 町 村 ） （10/10)

・ 神奈川県（ 市 町 ） （10/11)

・ 埼玉県（ 市 町 ） （10/10)

・ 埼玉県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 群馬県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 群馬県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 栃木県（ 市 町 ） （10/10)

・ 栃木県（ 市 町 ） （10/11)

・ 茨城県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 茨城県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 山梨県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 山梨県（ 市 町 ） （10/11)

・ 長野県（ 市 町 村 ） （10/10)※中部、北陸地整と重複市町村を含む

○北陸地整（ 市 町 村 ） （10/11)

11 7 6

2 1

16 14 19

45 25 17

6 13 4

12 6

2 5

15 2 1

17 8 1

1 1

19 12

5 1

35 21 1

6 3 3

47

24 13 1

13 3

1

23 25 3 10

14 15 4

14 20 1

13 9 3

13 19 3

13 31 15

○地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第19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（10/9）

8 47 4

69 97 27

2 3 1

23 209 113
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・ 新潟県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 富山県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 石川県（ 市 ） （10/11)

・ 長野県（ 市 町 村 ） （10/11)※関東地整と重複市町村を含む

・ 福島県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 岐阜県（ 市 村 ） （10/11)

・ 山形県（ 町 ） （10/11)

○中部地整（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 岐阜県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 静岡県（ 市 町 ） （10/10)

・ 愛知県（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 三重県（ 市 町 ） （10/10)

・ 長野県（ 市 町 村 ） （10/10)※関東地整と重複市町村を含む

○近畿地整（ 市 町 村 ） （10/10～11)

・ 福井県（ 市 町 ） （10/10)

・ 滋賀県（ 市 町 ） （10/11)

・ 京都府（ 市 町 村 ） （10/10)

・ 大阪府（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 兵庫県（ 市 町 ） （10/11)

・ 奈良県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 和歌山県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 三重県（ 市 町 ） （10/11)

○中国地整

・ 鳥取県（ 市 町 村 ） （10/11)

・ 島根県（ 市 町 ） （10/11)

・ 岡山県（ 市 町 村 ） （10/11)

○四国地整（ 市 町 村 ） （10/11～12)

・ 高知県（ 市 町 ） （10/11)

・ 高知県（ 市 町 ） （10/12)

○沖縄総合事務局（ 村 ） （10/8)

・ 沖縄県（ 村 ） （10/8)

○TEC-FORCEの派遣　【のべ　　 人・日派遣(10/10～　)】
・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 人・日派遣(10/10～　) （ 人） 本日分、取りまとめ時点

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣 のべ 人・日派遣(10/10～　) （ 人） 本日分、取りまとめ時点

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 人・日派遣(10/10～　) （ 人） 本日分、取りまとめ時点

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況 （単位：人）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 2

0 0 2

0 0 2

0 0 1

0 1 2

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

1 1 1

3 3 4

1 1 1

0 1 1

合　計
都道府県 市町村等

岩手県 岩手県庁 東北地整 2

宮城県 宮城県庁

1 1

1 1

2

2

355
207 124
116 24
32 19

派遣先
派遣元

10月

1 1

4 14 1

7 7

4 5 2

2 2 0

15 10 1

33 9 1

29 12

12 15 12

9 20 1

14 15

7 11 17

121 81 15

9 8

13 6

1

103 72 20

21 20 1

23 12

38 14 2

10 4 1

2

9 3 7

2 11 4

2 1

20 6 4

東北地整 2

福島県 福島県庁 東北地整 2

茨城県 茨城県庁 本省 1

茨城県 茨城県庁 関東地整 3

茨城県 茨城県庁 関東運輸局 2

栃木県 栃木県庁 関東地整 2

栃木県 栃木県庁 関東運輸局 2

群馬県 群馬県庁 関東地整 2

群馬県 群馬県庁 関東運輸局 2

千葉県 千葉県庁 本省 3

千葉県 千葉県庁 関東地整 10

千葉県 千葉県庁 関東運輸局 3

千葉県 千葉市 関東地整 2
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2 3 3

1 2 2

2 3 3

2 3 3

1 2 2

1 2 2

0 2 2

2 4 4

0 1 1

0 0 0

0 1 1

0 0 0

0 0 0

0 1 1

0 1 2

0 1 2

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 0 2

0 0 2

0 0 2

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 1 2

0 1 2

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 2 2

0 1 2

0 2 1

0 2 1

0 1 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 2

千葉県 館山市 関東地整 8

千葉県 君津市 関東地整 5

千葉県 鴨川市 関東地整 8

千葉県 南房総市 関東地整 8

千葉県 木更津市 関東地整 5

千葉県 袖ヶ浦市 関東地整 5

千葉県 山武市 関東地整 4

千葉県 鋸南町 関東地整 10

埼玉県 埼玉県庁 関東運輸局 2

東京都 東京都庁 本省 0

東京都 東京都庁 関東運輸局 2

神奈川県 川崎市 本省 0

神奈川県 横浜市 本省 0

埼玉県 埼玉県庁 関東地整 2

東京都 東京都庁 関東地整 3

神奈川県 神奈川県庁 関東地整 3

神奈川県 神奈川県庁 関東運輸局 2

山梨県 山梨県庁 関東地整 2

山梨県 山梨県庁 関東運輸局 2

長野県 長野県庁 関東地整 2

長野県 長野県庁 北陸地整 2

新潟県 新潟県庁 北陸地整 2

富山県 富山県庁 北陸地整 2

富山県 入善町 北陸地整 1

富山県 朝日町 北陸地整 1

長野県 長野市 北陸地整 1

長野県 上田市 北陸地整 1

横浜市 横浜市 関東地整 3

川崎市 川崎市 関東地整 3

千葉県 茂原市 関東地整 1

千葉県 富里市 関東地整 1

千葉県 野田市 関東地整 1

千葉県 東金市 関東地整 1

千葉県 市原市 関東地整 1

千葉県 佐倉市 関東地整 1

神奈川県 横須賀市 関東地整 1

静岡県 静岡県庁 中部地整 4

静岡県 静岡県庁 中部運輸局 3

静岡県 伊東市 中部地整 3

静岡県 伊豆市 中部地整 3

愛知県 愛知県庁 中部運輸局 2

静岡県 小山町 中部地整 1

静岡県 御殿場市 中部地整 1

静岡県 熱海市 中部地整 1

静岡県 裾野町 中部地整 1

静岡県 東伊豆町 中部地整 1

静岡県 西伊豆町 中部地整 1

静岡県 南伊豆町 中部地整 1

静岡県 松崎町 中部地整 1

静岡県 伊豆の国市 中部地整 1

静岡県 沼津市 中部地整 1

静岡県 長泉町 中部地整 1

静岡県 河津町 中部地整 1

静岡県 三島市 中部地整 1

静岡県 下田市 中部地整 1

静岡県 函南町 中部地整 1

静岡県 清水町 中部地整 1

静岡県 静岡市 中部地整 2
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0 0 1

0 0 1

0 0 2

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 2 2

0 2 2

0 1 1

0 0 2

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 1 1

0 1 1

0 0 1

16 59 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

・ TEC-FORCE（リエゾン（非常駐））の派遣状況 （単位：人）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4

20 63 124

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣状況 （単位：人）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 1 0
0 2 1
0 3 2
0 2 3
0 2 0
0 2 0
0 1 0
0 4 2

静岡県 菊川市 中部地整 1

静岡県 掛川市 中部地整 1

静岡県 島田市 中部地整 2

静岡県 富士市 中部地整 1

静岡県 富士宮市 中部地整 1

三重県 志摩市 中部地整 1

三重県 伊勢市 中部地整 1

岐阜県 岐阜県庁 中部地整 4

三重県 三重県庁 中部地整 4

三重県 三重県庁 中部運輸局 2

長野県 長野県庁 北陸地整 2

京都府 京都府庁 近畿地整 1

京都府 福知山市 近畿地整 1

滋賀県 滋賀県庁 近畿地整 1

和歌山県 和歌山県庁 近畿地整 2

奈良県 奈良県庁 近畿地整 2

高知県 室戸市 四国地整 1

小計（人数） 195

派遣先
派遣元

10月
合　計

都道府県 市町村等

千葉県 千葉市 関東地整

千葉県 富里市 関東地整

千葉県 富津市 関東地整

千葉県 市原市 関東地整

千葉県 佐倉市 関東地整

千葉県 八街市 関東地整

千葉県 東金市 関東地整

千葉県 山武市 関東地整

千葉県 大網白里市 関東地整

千葉県 多古町 関東地整

千葉県 芝山町 関東地整

千葉県 長柄町 関東地整

千葉県 茂原市 関東地整

千葉県 いすみ市 関東地整

千葉県 酒々井町 関東地整

千葉県 横芝光町 関東地整

千葉県 長南町 関東地整

市町村数

人数小計 12

派遣人数合計 207

派遣先
派遣元

10月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

北海島 北海道庁 札幌管区気象台 2 2
北海島 渡島総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 上川総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 胆振総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 釧路総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 オホーツク総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 紋別市 札幌管区気象台 2 2
北海島 宗谷総合振興局 札幌管区気象台 2 2
北海島 十勝総合振興局 札幌管区気象台 1 1
青森県 青森県庁 仙台管区気象台 3 3
岩手県 岩手県庁 仙台管区気象台 5 5
宮城県 宮城県庁 仙台管区気象台 5 5
山形県 山形県庁 仙台管区気象台 2 2
福島県 福島県庁 仙台管区気象台 2 2
福島県 いわき市 仙台管区気象台 1 1
茨城県 茨城県庁 東京管区気象台 6 6
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2 0 0
0 3 0
1 2 2
0 2 0
2 0 0
2 2 2
2 0 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 2
3 0 0
2 1 2
0 1 0
0 3 1
0 2 2
0 2 2
2 0 1
0 2 0
2 0 0
2 0 2
2 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
31 61 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣状況 （単位：人）

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3
4 4
2 2
3 3
1 1
0 3
0 3
13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○災害対策用機械等出動状況【のべ 118台・日派遣（10/10～）】

No.
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

三重県 伊勢市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 撤収 10/12 10/12

三重県 伊勢市 中村 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 撤収 10/12 10/12

10/11

静岡県 富士市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 移動中 10/11

静岡県 菊川市 下平川地先 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 活動中 10/11

静岡県 三島市 照明車 中部地整 夜間作業支援 1 活動中 10/11

静岡県 伊豆の国市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 活動中 10/11

茨城県 ひたちなか市 排水ポンプ車 関東地整 内水排除 1 活動中 10/12

静岡県 三島市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 2 活動中 10/11

群馬県 甘楽郡 下仁田地先 排水ポンプ車 関東地整 事前配備 1 移動中 10/12

群馬県 甘楽郡 下仁田地先 照明車 関東地整 事前配備 1 移動中 10/12

千葉県 千葉市 黒砂橋付近 排水ポンプ車 関東地整 事前配備 1 移動中 10/12

埼玉県 川越市 江川排水路 排水ポンプ車 関東地整 事前配備 1 移動中 10/12

神奈川県 大磯町 Ｒ１西湘バイパス 待機支援車 関東地整 後方支援 1 活動中 10/10

埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野市役所 排水ポンプ車 関東地整 事前配備 1 待機中 10/12

・東北地整、関東地整、中部地整、近畿地整、中国地整、四国地整、九州地整より排水ポンプ車55台、照明車23台、対策
本部車1台、待機支援車1台を派遣中　（12日　16:00時点）

派遣先
機械名 派遣元 出動理由 台数 状況 期間

福島県 二本松市 榎戸樋門 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

福島県 本宮市 本宮河川防災ST 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

福島県 福島市 堀切川樋管 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/11

福島県 郡山市

都道府県 市町村等 地先等
福島県 福島市 福島第1樋管 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/11

落合堀樋管 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/11

福島県 福島市 福島河川国道事務所 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

福島県 郡山市 郡山出張所 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

福島県

静岡県 伊豆の国市 照明車 中部地整 夜間作業支援 1 活動中

郡山市 水穴樋管 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

福島県 須賀川市 昭和町樋管 排水ポンプ車 東北地整 事前配備 1 待機中 10/12

栃木県 栃木県庁 東京管区気象台 2 2
群馬県 群馬県庁 東京管区気象台 3 3
千葉県 千葉県庁 東京管区気象台 5 5

大阪管区気象台 4 4

千葉県 県内市町村 東京管区気象台 2 2
東京都 東京都庁 東京管区気象台 2 2

神奈川県 神奈川県庁 東京管区気象台 6 6
新潟県 新潟県庁 東京管区気象台 2 2
富山県 富山県庁 東京管区気象台 2 2
石川県 石川県庁 東京管区気象台 2 2
福井県 福井県庁 東京管区気象台 2 2

3 3
大阪府 大阪府庁 大阪管区気象台 2 2
兵庫県 兵庫県庁 大阪管区気象台 2 2
奈良県 奈良県庁 大阪管区気象台 4 4
鳥取県 鳥取県庁 大阪管区気象台 2 2
広島県 広島県庁 大阪管区気象台 2 2
徳島県 徳島県庁 大阪管区気象台 3 3

山梨県 山梨県庁 東京管区気象台 4 4
長野県 長野県庁 東京管区気象台 3 3
静岡県 静岡県庁 東京管区気象台 5 5
静岡県 伊東市 東京管区気象台 1 1
愛知県 愛知県庁 東京管区気象台 4 4
三重県 三重県庁 東京管区気象台 4 4
滋賀県 滋賀県庁

国営武蔵丘陵森林公園 応急対策班 中国地整 6
沼津河川国道事務所 ロジ班 四国地整 2

埼玉県 さいたま市 先遣班 中国地整 3
静岡県 沼津市 応急対策班 中部地整 3

合計 32

香川県 香川県庁 大阪管区気象台 2 2
大分県 大分県庁 福岡管区気象台 2 2

合計 116 116

派遣先
派遣内容 派遣元

10月
合計

都道府県 市町村等

中部地整 先遣班 四国地整 6
中部地整 先遣班 九州地整 8

沼津河川国道事務所 応急対策班 四国地整 4

京都府 京都府庁 大阪管区気象台
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～
～
～
～ 13,14
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～
～
～ 1,2,3,7,9
～ 4,5,6,8,10
～
～
～
～
～

～ 3,4,5
～ 1,2,6,9,10
～ 3,4,5,7,8
～

４．気象庁の対応

○群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県に大雨特別警報を発表（10/12 15:30発表）

○気象庁災害対策連絡会議（10/10 11:20）・気象庁災害対策本部会議（10/11 13:00）

○記者会見（10/9 14:00、10/11 11:00、10/12 16:30）

○台風第19号に関して記者会見を実施（10/9 14:00・10/11 11:00）

○各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会やホットライン等の実施により地方公共団体の防災対応を支援。

○ JETT（気象防災対応支援チーム）を以下の31都道府県の地方公共団体へ派遣（10月10日から）

○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

○体制

10/9  11:10 第三管区海上保安本部台風19号警戒本部設置

10/10 09:00 海上保安庁対策室設置

10/12 15:30 海上保安庁対策本部設置

  第三管区海上保安本部台風19号災害対策本部

  第二管区海上保安本部 対策室設置

静岡県 静岡市 静岡河川国道事務所 排水ポンプ車 中部地整 事前配備 1 移動中 10/12

1 移動中

静岡県 静岡市 静岡河川国道事務所 照明車 中部地整 事前配備 1 移動中

三重県 志摩市 磯部町 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 移動中 10/12

三重県 志摩市 小俣町 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 移動中 10/12

10/12

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 照明車 中部地整 事前配備 2 待機中 10/11

静岡県 伊豆の国市 宗光寺 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 移動中 10/12

三重県 志摩市 大王町 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 移動中 10/12

静岡県 牧之原市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 活動中 10/12

静岡県 牧之原市 照明車 中部地整 夜間作業支援 2 活動中 10/12

静岡県 菊川市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 活動中 10/12

静岡県 静岡市 排水ポンプ車 中部地整 内水排除 1 活動中 10/12

台数（派遣実績） 80

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 照明車 九州地整 事前配備 5 移動中 10/12

岐阜県 岐阜市 木曽川上流河川事務所 排水ポンプ車 四国地整 事前配備 3 移動中 10/12

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 排水ポンプ車 九州地整 事前配備 5 移動中 10/12

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 照明車 四国地整 事前配備 1 待機中 10/11

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 照明車 四国地整 事前配備 1 移動中 10/11

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 排水ポンプ車 四国地整 事前配備 1 待機中 10/11

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 排水ポンプ車 四国地整 事前配備 1 移動中 10/11

静岡県 沼津市 沼津河川国道事務所 対策本部車 中国地整 事前配備 1 移動中 10/11

静岡県 静岡市 静岡河川国道事務所 排水ポンプ車 四国地整 事前配備 1 待機中 10/11

埼玉県 比企郡 国営武蔵丘陵公園 排水ポンプ車 中国地整 事前配備 5 移動中 10/11

埼玉県 比企郡 国営武蔵丘陵公園 照明車 中国地整 事前配備 5 移動中 10/11

三重県 紀宝町 成川 排水ポンプ車 近畿地整 事前配備 1 撤収 10/11 10/12

三重県 伊賀市 浅子川排水樋門 排水ポンプ車 近畿地整 内水排除 1 活動中 10/12

三重県 紀宝町 大里 排水ポンプ車 近畿地整 事前配備 2 撤収 10/11 10/12

三重県 紀宝町 大里 照明車 近畿地整 事前配備 1 撤収 10/11 10/12

和歌山県 新宮市 相筋 排水ポンプ車 近畿地整 事前配備 1 撤収 10/11 10/12

和歌山県 新宮市 あけぼの 排水ポンプ車 近畿地整 事前配備 1 待機中 10/11

三重県 尾鷲市 尾鷲維持出張所 照明車 中部地整 事前配備 1 待機中 10/11

静岡県 静岡市 静岡河川国道事務所 排水ポンプ車 中部地整 事前配備 1 移動中 10/12

三重県 尾鷲市 尾鷲維持出張所 排水ポンプ車 中部地整 事前配備 1 待機中 10/11

三重県 津市 三重河川国道事務所 照明車 中部地整 事前配備 1 移動中 10/12

長野県 駒ヶ根市 天竜川上流河川事務所 排水ポンプ車 中部地整 事前配備 1 移動中 10/12

三重県 津市 三重河川国道事務所 排水ポンプ車 中部地整 事前配備 10/12

（派遣先：北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、鳥取県、広島県、徳島県、香川県、大分県　のべ116人）
　※TEC-FORCEの内数
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  第九管区海上保安本部台風19号対策室設置

○投入勢力

巡視船艇　 203隻【のべ420隻】

航空機　　21機【のべ47機】

特殊救難隊　10名【のべ27名】

機動救難士  11名【のべ32名】

機動防除隊 　4名【のべ4名】

○航行警報等

○航行警報　3件（継続中3件）

○海の安全情報　8件（継続中7件）

○避難勧告等

・警戒勧告　137件

・避難勧告　162件

○各施設周辺海域での錨泊制限等の対応状況

・志布志国家石油備蓄基地（10日1500発令、1400解除）

・渥美火力発電所（11日0545発令、解除未定）

・秋田国家石油備蓄基地（11日1000発令、解除未定）

・岩手県オイルターミナル（11日1300発令、解除未定）

・八戸LNGターミナル（11日1615発令、解除未定）

・横浜沖錨地等（11日1530発令、解除未定）

・神戸空港（11日1615発令、解除未定）

・酒田共同火力発電所（11日1620発令、解除未定）

・堺泉北港桟橋（11日1700発令、解除未定）

・関西国際空港（11日1800発令、解除未定）

・羽田空港（11日1900発令、解除未定）

・東京湾アクアライン（11日1900発令、解除未定）

・名古屋港・四日市港内シーバース等（12日1015発令、解除未定）

６．国土技術政策総合研究所等の対応
○国土技術政策総合研究所災害対策本部会議を開催（10/11　11:00、18:00）

○土木研究所　非常支援体制（10/11 9:30）

７．国土地理院の対応

○国土地理院災害対策本部会議（10/11　13:30、18:45）

○測量用航空機「くにかぜ」は台風通過後のフライトに備え、調布飛行場にて情報収集活動中

８．所管施設等の状況

○河川（10月12日1５：３０現在）

■被害状況

＜国管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 被　害　状　況

対　　策　　状　　況
左右岸 KP 状　態

数量

（約）

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被害状況
左右岸 KP 原因

床上 床下
原因

全壊 半壊
原因

面積

（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)
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＜都道府県管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

■国管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）現在、避難判断水位を超えている河川 水系 河川

３）現在、氾濫注意水位を超えている河川 水系 河川

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

近畿 淀川
よどがわ

名張川
なばりがわ

中部 狩野川
かのがわ

大
だい

場
ば

川
かわ

来光
らいこう

川
かわ

中部 安倍川
あべかわ

安倍川
あべかわ

北陸 信濃川
しなのがわ

千曲
ちくま

川
がわ

中部 櫛田
くしだ

川
かわ

櫛
くし

田
た

川
かわ

佐奈川
さながわ

関東 相模川
さがみがわ

相模川
サガミガワ

関東 富士川
ふじがわ

富士川
フジガワ

9 13

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 利根川
とねがわ

鏑
かぶら

川
がわ

神流川
かんながわ

利根川
とねがわ

関東 多摩川
たまがわ

多摩川
タマガワ

中部 雲出
くもず

川
かわ

中村
なかむら

川
かわ

波瀬
はぜ

川
がわ

中部 狩野川
かのがわ

黄瀬
きせ

川
かわ

狩野川
かのがわ

関東 多摩川
たまがわ

多摩川
たまがわ

浅川
あさかわ

関東 鶴見川
つるみがわ

鶴見川
つるみがわ

6 12

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 利根川
とねがわ

烏川
からすがわ

関東 荒川
あらかわ

荒川
あらかわ

小
こ

畔川
あぜがわ

入間川
いるまがわ

高麗川
こまがわ

中部 菊川
きくかわ

菊川
きくかわ

牛淵
うしぶち

川
がわ

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 荒川
あらかわ

都幾川
ときがわ

関東 多摩川
たまがわ

浅川
あさかわ

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

対策状況
状　態 件数

3 4

埼玉県 荒川
あらかわ

新河岸
しんがし

川
がわ

川越市
かわごえし

内水 調査中

埼玉県 荒川
あらかわ

江川
えがわ

桶川市
おけがわし

溢水 調査中 道路冠水

埼玉県 荒川
あらかわ

不老
ふろう

川
がわ

入間市
いるまし

内水 調査中 道路冠水

都道府県 水　系 河　川 市町村

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

被　　害　　状　　況
原因

床上 床下
原因

全壊 半壊
原因

面積

（約戸） （約戸） （約戸） （約戸） (約ha)
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５）避難判断水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

６）氾濫注意水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

■都道府県管理河川の出水状況

１）現在、氾濫危険水位を超えている河川 水系 河川

２）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川 水系 河川

静岡県 狩野川
かのがわ

修善寺
しゅぜんじ

川
がわ

三重県 金剛
こんごう

川
かわ

愛宕
あたご

川
かわ

三重県 加茂川
かもがわ

加茂川
かもがわ

5 5

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

群馬県 利根川
とねがわ

井野川
いのかわ

三重県 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

静岡県 天竜川
てんりゅうがわ

安間
あんま

川
がわ

静岡県 馬込
まごめ

川
がわ

馬込
まごめ

川
がわ

静岡県 興津
おきつ

川
がわ

興津
おきつ

川
がわ

静岡県 大田川
おおたがわ

逆川
さかがわ

静岡県 狩野川
かのがわ

来光
らいこう

川
がわ

静岡県 巴川
ともえがわ

巴川
ともえがわ

長野県 信濃川
しなのがわ

千曲川
ちくまがわ

三重県 宮川
みやがわ

五十鈴
いすず

川
かわ

神奈川県 金
かな

目
め

川
がわ

歌
うた

川
かわ

神奈川県 多摩川
たまがわ

平瀬
ひらせ

川
がわ

神奈川県 引地
ひきじ

川
がわ

引地
ひきじ

川
がわ

神奈川県 酒匂
さかわ

川
がわ

河内
かわち

川
がわ

神奈川県 相模
さがみ

川
がわ

玉川
たまがわ

相模川
さがみがわ

神奈川県 山王
さんのう

川
がわ

山王
さんのう

川
がわ

神奈川県 早川
はやかわ

早川
はやかわ

芦
あし

ノ湖
こ

神奈川県 境川
さかいがわ

境川
さかいがわ

東京都 荒川
あらかわ

石神井
しゃくじい

川
がわ

東京都 多摩川
たまがわ

野
の

川
がわ

東京都 目黒
めぐろ

川
がわ

目黒
めぐろ

川
がわ

中部 菊川
きくかわ

牛渕
うしぶち

川
かわ

20 27

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

群馬県 利根川
とねがわ

鏑
かぶら

川
がわ

高田
たかだ

川
がわ

神田川
かんだがわ

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

1 1

整備局等 水　系 河　　　　　　　　　　　川

神奈川県 森
もり

戸
と

川
がわ

森
もり

戸
と

川
がわ

埼玉県 荒川
あらかわ

市
いち

野
の

川
かわ

鴻
こう

沼
ぬま

川
がわ
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■国交省所有排水ポンプ車等による水防活動状況

＜国管理河川＞

＜都道府県管理河川＞

○国管理河川のホットライン実施状況
水系 市町村 回

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

伊賀市
いがし

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

曽爾村
そにむら

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

御杖村
みつえむら

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

笠置町
かさぎちょう

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

宇陀市
うだし

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

名張市
なばりし

1

近畿 淀川
よどがわ

木津川
きづがわ

上流
じょうりゅう

山添村
やまぞえむら

1

中部 雲
くも

出
づ

川
かわ

三重河川 津市
つし

1

中部 菊川
きくかわ

浜松
はままつ

河川
かせん

菊川
きくかわ

市
し

2

中部 菊
きく

川
かわ

浜松河川 掛川
かけがわ

市
し

1

中部 安部
あべ

川
かわ

静岡河川 静岡
しずおか

市
し

1

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

三島市
みしまし

2

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

沼津市
ぬまづし

5

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

長泉町
ながいずみちょう

4

中部 櫛田川
くしだがわ

三重
みえ

河川
かせん

多気町
たきちょう

2

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

伊豆市
いずし

2

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

伊豆
いず

の国市
くにし 2

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

函南町
かんなみちょう

2

中部 狩野川
かのがわ

沼津
ぬまづ

河川
かせん

国道
こくどう

清水町
しみずちょう

5

関東 多摩川
たまがわ

京浜 日野市
ひのし

1

関東 多摩川
たまがわ

京浜 八王子市
はちおうじし 1

中部 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

下流
かりゅう

桑名市
くわなし

2

中部 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

下流
かりゅう

木曽岬町
きそさきちょう 1

8 24 42
整備局等 水　系 河川事務所 市町村 回数

関東 多摩川
たまがわ

京浜 多摩市
たまし

1

都道府県 水　系 河　川 市町村
排水Ｐ車出動状況

水防活動状況出動数 稼働
（台） 状況

中部 宮川
みやがわ

汁谷
しるたに

川
がわ

伊勢市
いせし

右岸 0 1 移動中

近畿 新宮川
しんぐうがわ

熊野川
くまのがわ

新宮市
しんぐうし

右岸 2.6 1 準備中 相筋地区

中部 狩野川
かのがわ

柿沢
かきさわ

川
かわ

伊豆
いず

の国市
くにし 左岸 0 1 稼働中

中部 菊川
きくかわ

黒沢
くろさわ

川
かわ

菊川
きくかわ

市
し

左岸 0 1 稼働中

中部 狩野川
かのがわ

狩野川
かのがわ

伊豆
いず

の国市
くにし 右岸 0 1 稼働中

中部 狩野川
かのがわ

大場
だいば

川
がわ

三島市
みしまし

右岸 0 2 稼働中

整備局等 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防活動状況
左右岸 KP

出動数 稼働

（台） 状況

関東 荒川
あらかわ

新河岸
しんがし

川
がわ

ふじみ野市
のし 派遣中
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○水防団による水防活動の実施状況
＜国管理河川＞

水系 団体

○管理ダム

■ダム洪水貯留操作状況

＜洪水貯留操作を実施中のダム＞

27ダム　（うち国土交通省管理 4ダム、水資源機構管理 6ダム、道府県管理 17ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

整備局等 水　系 団体数

中部 菊川
きくかわ

1

近畿 淀川
よどがわ

1

2 2

天竜川 横川

伊東大川 奧野

青野川 青野大師

雲出川 君ヶ野

淀川 滝川

大和川 天理

相模川 城山

富士川 広瀬

信濃川 湯川

信濃川 古谷

信濃川 内村

信濃川 余地

水系名 ダム名 備考

那珂川 西荒川

那珂川 東荒川

利根川 坂本

荒川 有間ダム

荒川 合角ダム

浦山

荒川 滝沢

天竜川 美和

天竜川 小渋

利根川 矢木沢

利根川 下久保

荒川

二瀬

相模川 宮ヶ瀬

水系名 ダム名 備考

利根川 草木

淀川 高山

水系名 ダム名 備考

荒川
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＜洪水貯留操作を実施したダム＞

1ダム　（うち国土交通省管理 0ダム、水資源機構管理 1ダム、道府県管理 0ダム）

１）国土交通省管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

２）水資源機構管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

３）道府県管理ダム（河川管理施設のダム）

対象なし

○土砂災害

■土砂災害発生状況

１）土石流等

２）がけ崩れ

■土砂災害警戒情報の発表状況（10月12日16:00現在）

１）土砂災害警戒情報 　13都道府県　184市町村に発表

12都道府県　180市町村に継続中

静岡県 1件 静岡市 1件 興津清見寺町 - - - - - -

合計 2件 - - - - - -

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

神奈川県 1件 相模原市 1件 牧野 - - - 3戸 1戸 -

神奈川県 1件 箱根町 1件 須沢 - - - - - -

合計 1件 - - - - - -

福島県 楢葉町 10月12日15:30

福島県 川内村 10月12日15:30

福島県 大熊町 10月12日15:30

福島県 浪江町 10月12日15:30

福島県 葛尾村 10月12日15:30

福島県 浅川町 10月12日15:30

福島県 古殿町 10月12日15:30

三春町 10月12日15:30

福島県 小野町 10月12日15:30

福島県 広野町 10月12日15:30

福島県 塙町 10月12日15:30

福島県 鮫川村 10月12日15:30

福島県 石川町 10月12日15:30

福島県 玉川村 10月12日15:30

福島県 平田村 10月12日15:30

福島県 天栄村 10月12日15:30

福島県 西郷村 10月12日15:30

福島県 棚倉町 10月12日15:30

福島県

3件

都道府県名 市町村名 箇所名
人的被害 人家被害

死者 行方不明者 負傷者 全壊 半壊 一部損壊

水系名 ダム名 備考

淀川 室生
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栃木県 日光市 10月12日14:45

茨城県 笠間市 10月12日15:25

茨城県 常陸大宮市 10月12日15:25

茨城県 桜川市 10月12日15:25

茨城県 城里町 10月12日15:25

茨城県 大子町 10月12日15:25

茨城県 日立市 10月12日15:25

茨城県 石岡市 10月12日15:25

茨城県 常陸太田市 10月12日15:25

茨城県 高萩市 10月12日15:25

茨城県 北茨城市 10月12日15:25

埼玉県 長瀞町 10月12日10:15

東京都 小笠原村 10月10日17:39 10月11日15:15

東京都 青梅市 10月12日07:30

埼玉県 東秩父村 10月12日10:15

埼玉県 寄居町 10月12日10:15

埼玉県 狭山市 10月12日11:55

埼玉県 深谷市 10月12日13:00

埼玉県 美里町 10月12日13:00

埼玉県 ときがわ町 10月12日08:30

埼玉県 本庄市 10月12日10:15

埼玉県 嵐山町 10月12日10:15

埼玉県 小川町 10月12日10:15

埼玉県 鳩山町 10月12日10:15

埼玉県 神川町 10月12日07:30

埼玉県 入間市 10月12日08:30

埼玉県 日高市 10月12日08:30

埼玉県 毛呂山町 10月12日08:30

埼玉県 越生町 10月12日08:30

埼玉県 秩父市 10月12日07:00

埼玉県 飯能市 10月12日07:00

埼玉県 皆野町 10月12日07:00

埼玉県 小鹿野町 10月12日07:00

埼玉県 横瀬町 10月12日07:30

群馬県 高崎市 10月12日12:40

群馬県 嬬恋村 10月12日13:01

群馬県 長野原町 10月12日14:52

群馬県 東吾妻町 10月12日15:10

群馬県 草津町 10月12日15:38

群馬県 南牧村 10月12日09:50

群馬県 安中市 10月12日10:23

群馬県 神流町 10月12日10:23

群馬県 下仁田町 10月12日10:23

群馬県 甘楽町 10月12日10:23

栃木県 鹿沼市 10月12日15:25

栃木県 那須塩原市 10月12日15:50

群馬県 藤岡市 10月12日09:50

群馬県 富岡市 10月12日09:50

群馬県 上野村 10月12日09:50
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東京都 八王子市 10月12日08:10

東京都 檜原村 10月12日07:30

東京都 奥多摩町 10月12日07:30

神奈川県 南足柄市 10月12日15:30

神奈川県 山北町 10月12日15:30

神奈川県 清川村 10月12日15:30

山梨県

山梨県 甲府市 10月12日12:30

山梨県 笛吹市 10月12日12:30

山梨県

長野県 富士見町 10月12日12:30

10月12日12:30

山梨県 身延町 10月12日12:30

山梨県 南部町 10月12日13:40

山梨県 道志村 10月12日13:40

長野県 長谷 10月12日12:30

市川三郷町

山梨県 北杜市 10月12日11:40

山梨県 都留市 10月12日12:10

山梨県 韮崎市 10月12日12:10

山梨県 南アルプス市 10月12日12:10

山梨県 富士川町 10月12日12:10

山梨県 早川町 10月12日10:00

山梨県 山梨市 10月12日10:40

山梨県 甲州市 10月12日10:40

山梨県 小菅村 10月12日10:40

山梨県 丹波山村 10月12日10:40

大月市 10月12日07:25

山梨県 上野原市 10月12日07:35

山梨県 鳴沢村 10月12日09:15

山梨県 富士河口湖町 10月12日09:15

山梨県 富士吉田市 10月12日10:00

神奈川県 大井町 10月12日12:25

神奈川県 平塚市 10月12日12:35

神奈川県 湯河原町 10月12日12:35

神奈川県 大磯町 10月12日13:40

神奈川県 二宮町 10月12日13:40

神奈川県 横浜市北部 10月12日12:25

神奈川県 横浜市南部 10月12日12:25

神奈川県 相模原市東部 10月12日12:25

神奈川県 秦野市 10月12日12:25

神奈川県 厚木市 10月12日12:25

神奈川県 相模原市西部 10月12日07:20

神奈川県 中井町 10月12日10:20

神奈川県 箱根町 10月12日10:20

神奈川県 小田原市 10月12日11:50

神奈川県 愛川町 10月12日12:00

東京都 あきる野市 10月12日08:10

東京都 町田市 10月12日12:37

東京都 日の出町 10月12日12:37

東京都 羽村市 10月12日12:57

東京都 福生市 10月12日15:17
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静岡県 河津町 10月12日13:08

静岡県  静岡市南部 10月12日13:25

三重県 玉城町 10月12日10:55 10月12日15:27

牧之原市 10月12日14:55

静岡県 焼津市 10月12日15:15

小山町 10月12日10:37

静岡県 裾野市 10月12日11:00

静岡県 函南町 10月12日11:00

静岡県  富士宮市 10月12日13:08

静岡県 富士市 10月12日13:08

静岡県

沼津市 10月12日08:55

三重県 度会町 10月12日10:55 10月12日15:27

奈良県 奈良市

奈良県 山添村 10月12日09:12

奈良県 曽爾村

静岡県 松崎町 10月12日15:57

静岡県 吉田町 10月12日15:57

静岡県 川根本町 10月12日15:57

静岡県 森町 10月12日15:57

三重県 伊勢市 10月12日10:55 10月12日15:27

静岡県 藤枝市 10月12日14:55

静岡県 菊川市 10月12日14:55

静岡県

静岡県 静岡市北部 10月12日13:49

静岡県 島田市 10月12日14:55

静岡県 掛川市 10月12日14:55

静岡県 磐田市 10月12日15:57

静岡県 袋井市 10月12日15:57

長野県 佐久穂町 10月12日12:05

静岡県 伊豆市 10月12日05:05

静岡県 伊豆の国市 10月12日06:50

静岡県

奈良県 桜井市 10月12日11:14

奈良県 明日香村 10月12日11:14

10月12日09:12

奈良県 吉野町 10月12日09:12

奈良県 天川村 10月12日09:12

奈良県 川上村 10月12日09:12

奈良県 東吉野村 10月12日09:12

10月12日09:12

奈良県 天理市 10月12日09:12

奈良県 五條市北部 10月12日09:12

奈良県 五條市南部 10月12日09:12

奈良県 宇陀市 10月12日09:12

静岡県 伊東市 10月12日08:55

静岡県 西伊豆町 10月12日09:33

静岡県 熱海市 10月12日10:37

静岡県 御殿場市 10月12日10:37

長野県 小諸市 10月12日14:40

長野県 御代田町 10月12日14:40

長野県 茅野市 10月12日15:05

長野県 佐久市 10月12日15:05

長野県 北相木村 10月12日15:05
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 引き下げて運用

通常基準の７割：

北海道札幌市、千歳市、安平町、厚真町、むかわ町、日高町門別、平取町

山形県鶴岡市（南部）

新潟県村上市

熊本県和水町

通常基準の８割：

北海道苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町

山形県鶴岡市（北部）

鹿児島県鹿児島市

○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設

■水門・陸閘等の操作状況

１）直轄海岸

２）都道府県管理海岸

奈良県 大和高田市

奈良県 葛城市

奈良県 下市町

奈良県 高取町 10月12日14:22

10月12日15:11

10月12日15:11

10月12日15:11

奈良県 御所市 10月12日12:35

奈良県 大淀町 10月12日14:03

奈良県 橿原市 10月12日14:22

陸閘6基全て閉鎖済み

日立海岸
等２海岸

陸閘7基中6基常時閉鎖、1基閉鎖済み

関東地整 千葉県
興津海岸
等11海岸

陸閘5基中4基常時閉鎖、1基監視中
水門15基中5基常時閉鎖、5基閉鎖済み、5基監視中
樋管・樋門3基全て常時閉鎖

中部地整 静岡県
相良海岸
等6海岸

・水門7基中6基閉鎖済み、1基は内外水位の状況により閉鎖
予定
・樋門1基常時閉鎖（フラップゲート）
・陸閘37基全て閉鎖済み

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

関東地整 神奈川県
小田原海岸
等７海岸

陸閘57基中3基常時閉鎖、54基閉鎖済み
水門5基常時閉鎖
※直轄区間　陸閘8基含む

関東地整 茨城県

高知県 高知海岸

中国地整 鳥取県 皆生海岸 陸閘3基全て常時閉鎖

四国地整

・地震による地盤の緩みを考慮し、今後の雨に伴う土砂災害に警戒するため土砂災害警戒情報の発表基準を

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

関東地整 神奈川県 西湘海岸
陸閘8基全て閉鎖済み
※小田原海岸23基のうち直轄区間内8基

中部地整 愛知県
名古屋港海
岸等116海
岸

・水門47基中1基常時閉鎖、46基は内外水位の状況により閉
鎖予定
・陸閘25基中9基常時閉鎖、１6基は高潮警報で閉鎖予定
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九州地整 鹿児島県
鹿児島海岸
等20海岸

水門11基中1基常時閉鎖、10基は内外水位の状況に応じて
操作
陸閘136基中42基常時閉鎖、4基閉鎖済み、90基は状況に応
じて操作

近畿地整 兵庫県
淡路海岸
等9海岸

・陸閘78基中常時閉鎖35基、陸閘1基は閉鎖済み、42基は状
況に応じて操作

近畿地整 和歌山県
御坊海岸
等10海岸

・水門･樋門･陸閘60基中47基閉鎖済み（常時閉鎖29基含
む）、残る13基については、高潮警報の発令等の状況に応じ
て閉鎖予定

中国地整

中部地整 三重県
長島海岸
等27海岸

・樋門213基中173基常時閉鎖、29基は閉鎖済み、11基は閉
鎖予定であり、状況確認中
・陸閘292基中33基常時閉鎖、247基は閉鎖済み、12基は閉
鎖予定であり、状況確認中

近畿地整 福井県
河野海岸
等8海岸

・陸閘12基全て常時閉鎖

近畿地整 大阪府 泉州海岸
・水門・樋門11基中2基閉鎖済
・陸閘9基中1基閉鎖済

九州地整 熊本県
荒尾海岸
等99海岸

水門65基全て常時閉鎖
陸閘171基全て常時閉鎖

九州地整 大分県
中津海岸
等8海岸

水門22基全て常時閉鎖
陸閘26基中20基常時閉鎖、6基は状況に応じて操作

島根県 仁摩海岸 陸閘（防潮扉）1基閉鎖済み

中国地整 山口県
麻郷海岸等
３３海岸

陸閘187基全て閉鎖済み
水門（樋門）32基は内外水位の状況により開閉操作

四国地整 徳島県
鳴門海岸
等34海岸

陸閘66基中42基常時閉鎖、24基閉鎖済み
樋門16基中11基常時閉鎖、5基閉鎖済み
水門2基全て閉鎖済み

四国地整 香川県
坂元海岸
等76海岸

水門・樋門35基中18基常時閉鎖、17基は状況に応じて操作
陸閘235基中119基常時閉鎖、116基は状況に応じて操作

四国地整 愛媛県
二名海岸
等186海岸

水門・樋門114基中97基常時閉鎖、17基は状況に応じて操作
陸閘473基中223基常時閉鎖、77基閉鎖済み、173基は状況に応じて
操作

四国地整 高知県
野根海岸
等84海岸

水門18基は状況に応じて操作
陸閘106基中47基常時閉鎖、32基閉鎖済み、27基は状況に応じて操
作

九州地整 福岡県
福岡海岸
等18海岸

水門76基中42基常時閉鎖、34基は内外水位の状況に応じて
操作
陸閘23基中12基常時閉鎖、4基閉鎖済み、7基は状況に応じ
て操作

九州地整 佐賀県
川副海岸
等27海岸

樋管全19基全て常時閉鎖
陸閘9基全て閉鎖済み

九州地整 長崎県
貝鮒海岸
等217海岸

水門樋門4基全て常時閉鎖
陸閘348基中72基常時閉鎖、276基は状況監視
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○道路（10月12日16:00現在）

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

１）高速会社等管理道路

・被災：3路線3区間

・強風等による通行止め：61路線74区間

E５１ 東関東道 湾岸
わんがん

市川
いちかわ

ＩＣ～潮来
いたこ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５１ 東関東道 鉾田
ほこた

ＩＣ～茨城
いばらき

町
まち

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E６５ 新空港道 成田
なりた

ＪＣＴ～新空港
しんくうこう

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 京葉道 篠崎
しのざき

ＩＣ～終点
しゅうてん 大雨

延長
全面通行止め：10/12　16:00～

 強風
 延長 2.5km
 全面通行止め：10/12　8:00～15:00

 阪神高速４号湾岸
 線  泉佐野

いずみさの

 南
みなみ

 IC～りんくうJCT  強風
 延長 0.9km
 下り（南行）：10/12　8:00～15:00

E4 東北道 川口
かわぐち

ＪＣＴ～白河
しらかわ

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E6 常磐道 三郷
みさと

ＪＣＴ～いわき勿来
なこそ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E17 関越道 練馬
ねりま

ＩＣ～水上
みなかみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

 E71関西空港自動
 車道

路線名 区間名 状況 備考

E18 上信越道 佐久
さ く

IC～小諸
こ も ろ

IC のり面崩落
延長 10.8km
全面通行止め：10/12　13:15～

E1 名神高速道路 八日市
ようかいち

IC～栗東
りっとう

IC のり面変状
延長 23.7km
上り線通行止め：10/12　11:18～
全面通行止め：10/12　14:50～

越波
延長 20.0km
下り線通行止め：10/10　14:00～
全面通行止め：10/11　15:00～

E1東名高速道路 東京
とうきょう

IC～浜松
はままつ

IC 越波・大雨
延長　206.2km
全面通行止め：10/10 19:55～

E52 中部横断道 小諸
こ も ろ

JCT～小諸
こ も ろ

御影
みかげ

TB

佐久IC～小諸ICと
の

連絡に伴う通行止

延長 0.5km
全面通行止め：10/12　13:15～

路線名 区間名 状況 備考

国道１号
E84西湘バイパス 大磯

おおいそ

東
ひがし

ＩＣ～石橋
いしばし

・箱根
はこね

口
くち

E５０ 東水戸道路 水戸
み と

南
みなみ

ＩＣ～ひたちなかＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

 泉
いずみ

 佐野
さ の

 IC～りんくうJCT

 E71関西国際空港
 連絡橋  りんくうJCT～ 関西

かんさい

 国際
こくさい

 空港
くうこう

IC  強風
 延長 4.6km
 全面通行止め：10/12　8:00～15:00

E18 上信越道 藤岡
ふじおか

ＪＣＴ～佐久
さ く

IC 大雨
延長
全面通行止め：10/12　8:30～

E18 上信越道 小諸
こ も ろ

IC～須坂
すざか

長野
ながの

東
ひがし

IC 大雨
延長 52.7km
全面通行止め：10/12　15:00～

E５０ 北関東道 高崎
たかさき

JCT～岩舟
いわふね

JCT 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E５０ 北関東道 栃木
とちぎ

都賀
つ が

ＪＣＴ～水戸
み と

南
みなみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～
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首都高速１号羽田
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=13.9km　10/12  12:00～

E1A 新東名高速道
路 御殿場

ごてんば

JCT～新城
しんしろ

IC 大雨
延長 157.2km
全面通行止め：10/12　12:00～

E52 中部横断道路 新清水
しんしみず

JCT～富沢
とみざわ

IC 大雨
延長 20.7km
全面通行止め：10/12　12:00～

E52 中部横断道路 白根
しらね

IC～六郷
ろくごう

IC 大雨
延長 18.5km
全面通行止め：10/12　13:30～

阪神高速5号湾岸
線

（東行）（六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北～中島）

（西行）（尼崎末広～六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北）

強風
延長 東行き：14.8km　西行き：12.8km
全面通行止め：10/12　12:00～

E23 伊勢自動車道 勢
せ

和
わ

多気
たき

IC～伊勢
いせ

IC 大雨
延長 21.6km
全面通行止め：10/12　12:30～

CA 東京湾アクアラ
イン連絡道 袖ケ浦

そでがうら

IC～木更津
きさらづ

金田
かねだ

IC 強風
延長 3.9km
上り線通行止め：10/12　12:00～

E1A 新東名高速道
路 海老名

えびな

南
みなみ

ＪＣＴ～伊勢原
いせはら

JCT 大雨
延長 5.8km
全面通行止め：10/12　12:00～

Ｅ８３ 横浜新道 保土ケ谷
ほ ど が や

ＩＣ～上矢部
かみやべ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｅ１６ 横浜横須賀
道 狩場

かりば

ＪＣＴ～馬堀
うまほり

海岸
かいがん

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｅ１６ 横浜横須賀
道金沢支線 釜利谷

か ま り や

ＪＣＴ～並木
なみき

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E20 中央道 高井戸
たかいど

IC～一宮
いちのみや

御坂
みさか

IC 大雨
延長 96.2km
全面通行止め：10/12　10:00～

E68 中央道富士吉
田線 大月

おおつき

JCT～富士吉田
ふじよしだ

IC 大雨
延長 26.2km
下り線通行止め：10/12　10:00～

首都高速都心環状
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=14.0km　10/12  12:00～

首都高速１号上野
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=4.3km　10/12  16:00～

Ｅ８３ 第三京浜道 玉川
たまがわ

ＩＣ～保土ケ谷
ほ ど が や

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 館山道 起点
きてん

～富津
ふっつ

竹岡
たけおか

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

C4 圏央道 茅ヶ崎
ちがさき

ＪＣＴ～大栄
たいえい

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　10:00～

C4 圏央道 松尾
まつお

横芝
よこしば

～木更津
きさらづ

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

CA 東京湾アクアラ
イン 川崎

かわさき

浮島
うきしま

JCT～木更津
きさらづ

金田
かねだ

IC 強風
延長 15.4km
全面通行止め：10/12　12:00～

E１４ 館山道木更津
南支線 木更津

き さ ら づ

南
みなみ

ＪＣＴ～木更津
き さ ら づ

南
みなみ

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E１４ 富津館山道 富津
ふっつ

竹岡
たけおか

ＩＣ～富浦
とみうら

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

E８２ 千葉東金道 千葉
ち ば

東
ひがし

ＪＣＴ～東金
とうがね

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～

Ｃ３ 東京外環道 大泉
おおいずみ

ＪＣＴ～高谷
こ うや

ＪＣＴ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　16:00～
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首都高速横浜北線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=8.2km　10/12  16:00～

E52 新東名清水連
絡路 清水

しみず

JCT～新
しん

清水
しみず

JCT 大雨
延長 4.5km
全面通行止め：10/12　14:00～

首都高速横羽線 全線
ぜんせん 強風・高潮

延長 18.8km
全面通行止め：10/12　13:30～

首都高速三ツ沢線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=2.4km　10/12  16:00～

首都高速狩場線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=9.1km　10/12  16:00～

首都高速大黒線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=4.5km　10/12  16:00～

首都高速川崎線 全線
ぜんせん 強風・高潮

延長 5.4km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速１0号晴海
線 全線

ぜんせん 強風・高潮
延長 2.7km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速１1号台場
線 全線

ぜんせん 強風・高潮
延長 4.3km
全面通行止め：10/12　12:00～

首都高速川口線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=12.3km　10/12  16:00～

首都高速湾岸線 全線
ぜんせん 強風・高潮

延長　29.5km
全面通行止め：10/12  12:00～

首都高速湾岸分岐
線 全線

ぜんせん 強風・高潮
延長　km
全面通行止め：10/12  12:00～

首都高速6号向島
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=9.6km　10/12  16:00～

首都高速6号三郷
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=10.3km　10/12  16:00～

首都高速7号小松
川線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=10.5km　10/12  16:00～

首都高速9号深川
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=5.6km　10/12  16:00～

首都高速4号新宿
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=13.5km　10/12  16:00～

首都高速5号池袋
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=21.4km　10/12  16:00～

首都高速新都心線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=5.8km　10/12  16:00～

首都高速中央環状
線 全線

ぜんせん 強風・高潮
延長 45.9km
全面通行止め：10/12　13:40～

首都高速大宮線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=7.7km　10/12  16:00～

首都高速2号目黒
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=5.9km　10/12  16:00～

首都高速3号渋谷
線 全線

ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=11.9km　10/12  16:00～

首都高速八重洲線 全線
ぜんせん 強風・高潮 全面通行止め：　L=1.8km　10/12  16:00～
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２）直轄国道

・被災：２路線３区間

■その他の道路の通行止め及び被災状況

＜都道府県管理道路＞

１）補助国道

・被災：４路線４区間

国道135号 静岡県伊東市 路面冠水 10/12 10:00～

国道418号 長野県天龍村 法面崩落 10/12 10:50～

国道410号 千葉県君津市 倒木 10/12 14:00～

国道139号 山梨県南都留郡富士河口湖町船津
ヤマナシケンミナミツルグンフジカワグチコマチフナツ 路面冠水

延長 0.3km
上下線各1車線規制：10/12（土）6:30～

国道16号
保土ヶ谷バイパス

上川井
カミカワイ

ＩＣオンランプ（上り線）

神奈川県横浜市旭区上川井町
カナガワケンヨコハマシアサヒクカミカワイチョウ

路面冠水 上り線通行止め：10/12（土）7:45～

国道139号
山梨県都留市古川渡
ヤマナシケンツルシフルカワド

～山梨県都留市田
ヤマナシケンツルシタノ

野倉
クラ

路面冠水
延長 1.3km
全面通行止め：10/12（土）10:00～

路線名 区間名 被災状況 備考

国道150号 静岡県静岡市 路面冠水 10/12 　9:30～

国道25号
名阪国道 関

せき

ＩＣ～伊賀
い が

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　13:50～

国道25号
名阪国道 五月

さ つき

橋
ばし

ＩＣ～針
はり

ＩＣ 大雨
延長
全面通行止め：10/12　14:00～

国道25号
名阪国道 針

はり

IC～天理
てんり

東
ひがし

IC 大雨
延長 17km
全面通行止め：10/12 14:00～

E9 鳥取西道路 鳥取
とっとり

IC～青谷
あおや

IC 強風
延長 19.2km
全面通行止め：10/12 15:30～

路線名 区間名 被災状況 備考

E68 東富士五湖道
路 富士吉田

ふじよしだ

ＴＢ～須走
すばしり

ＩＣ 大雨
延長 18.0km
全面通行止め：10/12　15:30～

E84 新湘南ＢＰ 茅ヶ崎
ち が さ き

ＪＣＴ～藤沢
ふじさわ

ＩＣ 大雨
延長 5.5km
全面通行止め：10/12　16:00～

E70 伊豆縦貫自動
車道天城北道路 大平

おおだいら

IC～月ヶ瀬
つきがせ

IC 大雨
延長 5.6km
全面通行止め：10/１２　８:３０～

E52
中部横断自動車道 八千穂高原

や ち ほ こう げん

ＩＣ～佐久
さ く

北
きた

ＩＣ 大雨

延長 21.1km
八千穂高原IC～佐久南IC（延長 14.6km）
全面通行止め：10/12（土）  12:30～
佐久南IC～佐久北IC（延長 6.5km）

E52
中部横断自動車道 下部温泉早川

しもべおんせんはやかわ

ＩＣ～六郷
ろくごう

ＩＣ 大雨
延長 3.3km
全面通行止め：10/12（土）  13:30～

E85　小田原厚木道
路 小田原

おだわら

西
にし

IC～厚木
あつぎ

IC 大雨
延長 31.7km
全面通行止め：10/12　14:00～

E69 新東名引佐連
絡路 浜松

はままつ

いなさJCT～三ヶ日
みっかび

JCT 大雨
延長 12.7km
全面通行止め：10/12　14:30～

E19 長野自動車道 安曇野
あずみの

IC～更埴
こうしょく

JCT 大雨
延長 42.7km
全面通行止め：10/12　15:00～
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２）都道府県・政令市道

・

・

・

・

・

・

○鉄道関係（10月12日15:30現在）

■施設の被害等

現時点で被害情報なし

■運行状況

JR東日本

JR東海 東海道新幹線

JR西日本

東北線

大湊線

八戸線

左沢線

奥羽線

常磐線

常磐線

総武線

中央線

長野県 1 区間 （路面冠水１箇所）

愛知県 1 区間 （道路洗堀１）

三重県 3 区間 （路面冠水３）

盛岡～秋田 12日 15:35

上越新幹線 東京～新潟

埼玉県 2 区間
（路面冠水１箇所、土砂流出１箇
所）

千葉県 1 区間 （倒木１箇所）

神奈川県 2 区間 （越波２箇所）

10月12日　15:30 被災 ：計 10 区間

高崎～長野 12日 14:52

東京～名古屋 12日 始発

黒磯～小牛田 12日 15:00

岩切～利府 12日 15:00

山形新幹線 福島～新庄 12日 15:30

秋田新幹線

北陸新幹線

全線 12日 12:39

全線 12日 14:43

７４事業者　２４４路線

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

東北新幹線 東京～新青森 12日 15:00

12日 14:49

名古屋～新大阪 12日 7:53

山陽新幹線 新大阪～岡山 12日 11:38

花輪線 全線 12日 13:30

山田線 全線 12日 11:33

大船渡線 全線 12日 12:07

釜石線 全線 12日 12:31

北上線 全線 12日 11:51

陸羽東線 全線 12日 15:00

陸羽西線 全線 12日 15:00

北山形〜左沢 12日 15:00

福島～院内 12日 15:30

いわき～仙台 12日 15:00

仙山線 全線 12日 15:00

仙石線 全線 12日 15:00

石巻線 全線 12日 15:00

気仙沼線 全線 12日 15:00

米坂線 米坂～今泉 12日 15:00

磐越西線 郡山～喜多方 12日 15:00

磐越東線 全線 12日 15:00

只見線 会津若松～会津川口 12日 15:00

羽越線 新津～鶴岡 12日 15:00

高崎線 東京～高崎 12日 12:00

上越線 宮内～水上 12日 12:09

山手線 全線 12日 13:00

東北線 東京～黒磯 12日 12:00

日暮里～水戸 12日 12:00

水戸～いわき 12日 13:00

東京～佐倉 12日 11:00

佐倉～銚子 12日 10:00

東京～高尾 12日 12:00

高尾～塩山 12日 7:05

塩山～小淵沢 12日 10:00

小淵沢～塩尻 12日 12:00

東海道線 東京～熱海 12日 10:00
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名松線 全線 12日 始発

小浜線 全線 12日 11:52

北陸線 近江塩津～敦賀 12日 10:23

紀勢線 名古屋～新宮 12日 始発

参宮線 全線 12日 始発

関西線 名古屋～亀山 12日 9:57

高山線
岐阜～美濃太田 12日 12:18

美濃太田～猪谷 12日 13:07

中津川～名古屋 12日 11:00

身延線
富士～鰍沢口 12日 始発

鰍沢口～甲府 12日 11:55

武豊線 全線 12日 9:06

太多線 全線 12日 11:54

小海線 全線 12日 12:00

ＪＲ東海

東海道線

熱海～米原 12日 始発

豊橋～米原 12日 9:32

大垣～美濃赤坂 12日 8:25

御殿場線 全線 12日 始発

飯山線 全線 12日 12:00

篠ノ井線 全線 12日 12:00

大糸線 全線 12日 12:00

飯田線 全線 12日 9:35

中央線
塩尻～中津川 12日 12:00

東金線 全線 12日 10:00

久留里線 全線 12日 始発

伊東線 全線 12日 9:00

内房線
蘇我～君津 12日 11:00

君津～安房鴨川 12日 10:00

鹿島線 全線 12日 10:00

八高線 全線 12日 11:00

鶴見線 全線 12日 13:00

外房線
千葉～上総一ノ宮 12日 11:00

上総一ノ宮～安房鴨川 12日 10:00

青梅線
立川～青梅 12日 12:00

青梅～奥多摩 12日 7:05

五日市線 全線 12日 13:00

水郡線

水戸～常陸大子 12日 13:00

上菅谷～常陸太田 12日 13:00

常陸大子～郡山 13:00

相模線 全線 12日 10:00

12日 12:00

上越線 高崎～水上 12日 13:00

信越線 全線 12日 13:00

両毛線 全線 12日 13:00

吾妻線 全線 12日 12:00

ＪＲ東日本
成田線

京浜東北線 全線 12日 12:00

佐倉～成田空港 12日 11:00

我孫子～松岸 12日 10:00

根岸線 全線 12日 12:00

横須賀線 全線 12日 10:00

京葉線 全線 12日 10:00

武蔵野線 全線 12日 12:00

赤羽線 全線 12日 12:00

南武線 全線 12日 13:00

横浜線 全線 12日 11:00

12日

水戸線 全線 12日 13:00

川越線 全線 12日 12:00

日光線 全線 12日 13:00

烏山線 全線

26/72ページ



12日 13:00

宇都宮線 全線 12日 13:00

野田線 全線 12日 13:00

西武有楽町線 全線 12日 14:33

豊島線 全線 12日 14:33

西武園線 全線 12日 14:33

国分寺線 全線 12日 14:33

多摩湖線 全線 12日 14:33

桐生線 全線 12日 13:00

小泉線 全線 12日 13:00

佐野線 全線 12日 13:00

JR四国 牟岐線 全線 12日 始発

東武鉄道

伊勢崎線 全線 12日 13:00

亀戸線 全線 12日 13:00

大師線 全線 12日 13:00

宇部線 宇部新川～宇部 12日 始発

日光線 全線 12日 13:00

横川～あき亀山 12日 14:50

小野田線
居能～小野田 12日 始発 12日 16:00

雀田～長門本山 12日 始発

12日 15:05

和歌山～和歌山市 12日 9:53 12日 15:05

和歌山線

王寺～五条 12日 8:05

五条～橋本 12日 10:41

橋本～和歌山 12日 10:41 12日 15:05

伯備線 新見～伯耆大山 12日 13:00

可部線

関西線 亀山～加茂 12日 8:08

桜井線 全線 12日 9:22

紀勢線

新宮～紀伊田辺 12日 始発

紀伊田辺～御坊 12日 6:20

御坊～和歌山 12日 9:16

山陰線

園部～福知山 12日 13:46

福知山～豊岡 12日 13:19

豊岡～香住 12日 14:42

香住～浜坂 12日 8:02

浜坂～東浜 12日 12:01

浜田～益田 13日 14:00

福知山線 新三田～福知山 12日 13:51

播但線 寺前～和田山 12日 13:42

舞鶴線 全線 12日 12:05

JR西日本

湖西線
山科～和邇 12日 12:30

和邇～近江塩津 12日 9:40

草津線 全線 12日 9:20

因美線 東津山～鳥取 12日 14:00

東上本線 全線 12日 13:00

越生線 全線 12日 13:00

西武鉄道

池袋線
池袋～飯能 12日 14:33

飯能～吾野 12日 10:08

西武秩父線 全線 12日 10:08

鬼怒川線 全線

新宿線 全線 12日 14:33
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横浜高速鉄道 みなとみらい21線 全線 12日 11:30

首都圏新都市鉄道 常磐新線 全線 12日 14:10

千葉都市
モノレール

1号線 全線 12日 12:33

2号線 全線 12日 12:33

全線 13日 始発

仙台空港鉄道 仙台空港線 全線 12日 15:00

野岩鉄道 会津鬼怒川線 全線 12日 13:04

三陸鉄道
北リアス線 全線 13日 始発

南リアス線

荒川線 全線 12日 14:00

横浜市交通局

ブルーライン
(1号線、3号線) 全線 12日 12:00

グリーンライン
（4号線） 全線 12日 12:00

豊洲～新木場 12日 14:18

副都心線 和光市～地下鉄成増 12日 14:02

東京都交通局

新宿線 大島～本八幡 12日 14:00

三田線 本蓮沼～西高島平 12日 14:00

日暮里・舎人ライナー

上野懸垂線 全線 12日 始発

全線 12日 11:00

東京地下鉄

丸ノ内線 茗荷谷～銀座 12日 13:48

日比谷線 北千住～南千住 12日 14:00

東西線 東陽町～西船橋 12日 13:50

千代田線 北千住～北綾瀬 12日 14:13

こどもの国線 全線 12日 12:19

小田急電鉄

小田原線 全線 12日 12:00

江ノ島線 全線 12日 12:00

多摩線 全線 12日 12:00

東急電鉄 大井町線 全線 12日 12:19

東急多摩川線 全線 12日 12:19

池上線 全線 12日 12:19

14:00

井の頭線 全線 12日 14:00

東横線 全線 12日 12:19

目黒線 全線 12日 12:19

田園都市線 全線 12日 12:19

12日 14:00

相模原線 全線 12日 14:00

高尾線 全線 12日 14:00

競馬場線 全線 12日 14:00

動物園線 全線 12日

拝島線 全線 12日 14:33

多摩川線 全線 12日 14:33

山口線 全線 12日 14:33

相模鉄道
本線 全線 12日 11:00

いずみ野線

有楽町線
和光市～地下鉄成増 12日 14:02

全線 12日 14:00

狭山線 全線 12日 14:33

京王電鉄

京王線 全線

多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線 全線 13日 12:30

湘南モノレール 江の島線 全線 12日

ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 全線 12日 14:00

横浜シーサイドライン 金沢シーサイドライン 全線 12日 13:48

14:00
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竹鼻線 全線 12日 10:42

津島線 全線 12日 10:59

尾西線 全線 12日 10:54

河和線 全線 12日 11:03

知多新線 全線 12日 10:45

築港線 全線 12日 8:25

空港線 全線 12日 10:27

西尾線 全線 12日 10:55

三河線 全線 12日 10:59

瀬戸線 全線 12日 11:07

アルピコ交通 上高地線 全線 12日 12:01

上田電鉄 別所線 全線 12日 15:02

名古屋鉄道

名古屋本線 全線 12日 11:01

豊川線 全線 12日 10:49

蒲郡線 全線 12日 10:39

のと鉄道 七尾線 全線 12日 14:30

しなの鉄道
北しなの線 全線 12日 11:11

しなの鉄道線 全線 12日 13:00

豊田線 全線 12日 10:56

常滑線 全線 12日 10:51

えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン 全線 12日 14:00

万葉線
高岡軌道線 全線 12日 14:52

新湊港線 全線 12日 14:52

黒部峡谷鉄道 本線 全線 12日 14:56

伊豆箱根鉄道
大雄山線 全線 12日 13:15

駿豆線 全線 12日 始発

富士急行
大月線 全線 12日 10:00

河口湖線 全線 12日 10:00

いすみ鉄道 いすみ線 全線 12日 始発

江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 全線 13日 14:00

箱根登山鉄道 鉄道線
小田原～箱根湯本 12日 11:15

箱根湯本～強羅 12日 8:00

小湊鉄道 小湊鉄道線
五井～上総牛久 12日 13:20

上総牛久～上総中野 12日 始発

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 全線 12日 始発

上信電鉄 上信線
高崎～南蛇井 12日 12:13

南蛇井～下仁田 12日 7:55

秩父鉄道 秩父本線
羽生～影森 12日 14:34

影森～三峰口 12日 9:20

13:30

大間々～間藤 12日 始発

真岡鐵道 真岡線 全線 12日 10:00

東葉高速鉄道 東葉高速線 全線 12日 15:00

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 全線 12日

流鉄 流山線 全線 12日 13:58

わたらせ
渓谷鐵道

わたらせ
渓谷線

桐生～大間々 12日

14:30

ひたちなか海浜鉄道 湊線 全線 12日 12:00

東京臨海高速鉄道 りんかい線 全線 12日 12:00

関東鉄道
竜ヶ崎線 全線 12日 13:00

常総線 全線 12日 13:00
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○自動車関係（10月12日16:00現在）

■高速バス関係 事業者　 路線運休 事業者 一部運休143 806 2 10

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

弘南バス株式会社

五所川原・弘前⇔浜松町・品
川・横浜

運休 １０／１２出発便

青森⇔新宿・東京 運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔上野（パンダ号） 運休 １０／１２出発便

五所川原・弘前⇔東京・新宿 運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔上野（スカイ号） 運休 １０／１２、１３出発便

十和田観光電鉄株式
会社

東京⇔七戸十和田 運休
東京10/12 21:30発
七戸十和田10/12 20:10発

紀州鉄道 紀州鉄道線 全線 12日 10:00

若桜鉄道 若桜線 若桜～郡家 10/12 13:08

WILLER TRAINS
宮津線 全線 12日 15:00

宮福線 全線 12日 12:00

信楽高原鐵道 信楽線 全線 12日 始発

阪神電気鉄道 本線 西宮～神戸三宮 12日 11:50

神戸電鉄 粟生線 小野～粟生 １２日 12:55

叡山電鉄 鞍馬線 二軒茶屋～鞍馬 １２日 11:20

北勢線 全線 12日 9:23

伊賀鉄道 伊賀線
上野市～伊賀神戸 12日 11:05

伊賀上野～上野市 12日 12:31

近畿日本鉄道
鳥羽線 五十鈴川～鳥羽 12日 10:30

志摩線 全線 12日 10:30

三岐鉄道
三岐線 全線 12日 9:06

長良川鉄道 越美南線 全線 12日 11:53

樽見鉄道 樽見線 全線 12日 9:31

伊勢鉄道 伊勢線 全線 12日 9:59

愛知高速交通 東部丘陵線 全線 12日 13:01

名古屋ガイドウェイバス ガイドウェイバス志段味線 全線 12日 10:30

明知鉄道 明知線 全線 12日 10:03

愛知環状鉄道 愛知環状鉄道線 全線 12日 12:10

東海交通事業 城北線 全線 12日 10:16

名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線 全線 12日 10:54

天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 全線 12日 始発

豊橋鉄道
渥美線 全線 12日 8:28

東田本線 全線 12日 9:03

大井川鐵道
大井川本線 全線 12日 始発

井川線 全線 12日 始発

遠州鉄道 鉄道線 全線 12日 始発

伊豆急行 伊豆急行線 全線 12日 8:53

岳南電車 岳南線 全線 12日 始発

静岡鉄道 静岡清水線 全線 12日 12:06

小牧線 全線 12日 11:02

広見線 全線 12日 10:40

各務原線 全線 12日 10:59

羽島線 全線 12日 10:23

犬山線 全線 12日 11:03

30/72ページ



会社
八戸⇔仙台 運休

仙台10/12,13 17:00発
八戸10/13 8:40発

岩手県交通株式会社

盛岡⇔東京 運休 １０／１２出発便

花巻⇔池袋 運休 １０／１２出発便

釜石⇔池袋 運休 １０／１２出発便

山田⇔池袋 運休 １０／１２出発便

盛岡⇔東京 運休 １０／１３出発便

山田⇔池袋 運休 １０／１３出発便

釜石⇔仙台 運休 １０／１３出発便

大船渡⇔仙台 運休 １０／１３出発便

岩手県北自動車株式
会社

三沢・八戸・盛岡⇔新宿・ディ
ズニーシー・川崎

運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔新宿・ディズニー
シー

運休 １０／１２出発便

山田・宮古・盛岡→浜松町・品
川・横浜

運休 １０／１２出発便

久慈・盛岡⇔東京 運休 １０／１２出発便

盛岡⇔仙台 一部運休
１０／１２出発便（一部停
留所運休）

久慈→盛岡 運休 久慈10/13  7:15発

盛岡⇔宮古・山田 運休
盛岡10/13始発から
13:15  宮古10/13始発か
ら12:05

宮城交通株式会社

成田→仙台 運休 成田10/11,12 22:15発

松島→成田 運休 松島10/12,13 21:50発

大阪→仙台 運休 大阪10/11 19:20発

仙台⇔大阪 運休
仙台10/12 19:40発大阪
10/12 19:20発

仙台⇔名古屋 運休
仙台10/12 21:30発　名
古屋10/12 21:30発

仙台→金沢 運休 仙台10/12 21:40発

石巻・仙台⇔バスタ新宿・渋谷 運休
石巻10/12 7:00発　新宿
10/12 　23:30発　仙台
10/12  23:59発

仙台⇔水戸 運休
仙台10/13 7:35発　内原
駅10/13 　5:19発

仙台⇔水戸 運休 １０／１２出発便

仙台→青森 運休 仙台10/12 17:20発

仙台⇔大船渡 運休
仙台10/13 7:10、13:20、
17:40発　大船渡10/13
15:25、6:32、8:32発

仙台⇔釜石 運休
仙台10/13 16:40発　釜
石10/13 　7:00発

青森⇔東京 運休
TDL10/12 21:10発 青森
駅10/12 21:00発

秋田⇔東京 運休
TDL10/12 20:55発 秋田
10/12 21:10発

盛岡⇔東京 運休
渋谷駅10/12 22:20発
TDL10/12 22:40発
盛岡駅10/12 22:30発・23:10発
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JRバス東北株式会社

山形⇔東京 運休
TDL10/12 22:45発
東京駅10/12 23:40発
山形駅10/12 23:00発・23:20発

古川・仙台⇔首都圏 運休
上 下とも概ね１４時以降
 全便
10/12 19便

仙台⇔TDL・成田空港 運休
成田空港10/11 21:45発
             10/12 21:45発
仙台駅10/12 23:55発

福島⇔新宿 運休

ﾊﾞｽﾀ新宿10/12  14:10発・17:10発
                     11:10発以降10便
福島駅10/12  14:40発・17:07発
　　　　　　　　　10:05発以降3便
郡山駅10/12 5:50発以降6便

福島⇔東京 運休
TDL10/12 23:00発
東京駅10/12 23:59発
福島駅10/12 22:50発

仙台⇔富山・金沢 運休
仙台駅10/12 22:30発 金
沢駅10/12 22:40発

仙台⇔新潟 運休 万代シティBC10/12 12:30発・23:40発
仙台駅10/12 23:45発

仙台⇔富岡・広野・いわき 運休 10/12 出発便
東北急行バス株式会

社
仙台⇔東京 運休

１０／１２ 10:30以降出発
便

秋北バス株式会社

能代⇔池袋 運休
能代10/12 20:20発　池
袋10/12 　22:00発

大館⇔仙台 運休
大館10/13 6:00、10:00発
仙台10/13 　12:55、
16:55発

羽後交通株式会社
田沢湖⇔横浜 運休 １０／１２出発便

本荘⇔東京 運休 １０／１２出発便
秋田中央交通株式会

社
秋田⇔東京 運休 １０／１２出発便

山交バス株式会社

山形⇔京都・大阪 運休
山形 19:40発　10/12
大阪 21:30発  10/11・12

新庄・山形⇔東京 運休
新庄 21:30発  10/12・13
東京 22:30発　10/12・13

庄内交通株式会社

酒田・鶴岡⇔京都・大阪・USJ 運休
10/11 大阪発便　10/12
酒田発便

酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷 運休
10/12 酒田発着　渋谷発
便

酒田・鶴岡⇔上野・秋葉原・東
京・新宿

運休
10/12 酒田発着　新宿発
便

酒田・鶴岡⇔東京・TDL 運休
10/12 酒田発便　ＴＤＬ発
便

酒田・鶴岡⇔東京・TDL 運休 10/13 酒田発便

会津乗合自動車株式
会社

若松⇔郡山⇔いわき・小名浜 運休 10/12 5:35発以降の6便

郡山⇔いわき・小名浜 運休
10/12 6:39発以降の14
便

喜多方・若松・猪苗代⇔新宿・
東京

運休
10/12
若松8::30発以降の11便
東京7:10発以降の15便

裏磐梯・猪苗代⇔東京・羽田
空港

運休
10/12 裏磐梯13:15発
10/13 東京8:50発

福島交通株式会社

福島・郡山⇔成田空港 運休
成田空港10/12 10:00発
福島10/13 　0:50発

福島・郡山⇔京都・大阪 運休
大阪10/11 20:10発　福
島10/12 19:35発

福島・郡山⇔新宿 運休
10/12 5:50発以降の19
便

福島・郡山・宇都宮⇔名古屋 運休 １０／１２出発便
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郡山⇔新越谷 運休 １０／１２出発便

福島⇔いわき 運休
10/12 5:55発以降の10
便

郡山⇔いわき 運休
10/12 6:30発以降の17
便

いわき⇔郡山⇔会津若松 運休
10/12 5:35発以降の13
便

新常磐交通交通株式
会社

いわき⇔京都・大阪 運休
10/11 いわき着１便
10/12 いわき発着全便
10/13 いわき発１便

いわき⇔東京・新宿 運休 10/12 全便

いわき⇔TDL 運休 10/12・13 全便

いわき⇔仙台 運休 10/12 全便

いわき⇔福島 運休
10/12 13:00発以降の全
便

いわき⇔郡山・会津若松 運休
10/12 13:00発以降の全
便

東北アクセス株式会
社

南相馬・双葉⇔東京 運休
10/12 17:00発以降の出発便
10/13 10:30発以降の出発便

株式会社桜交通

宮城⇔東京 運休
10/12 7:30発以降の7便
10/13 7:40発以降の9便

福島⇔東京 運休
10/12 6:25発以降の15便
10/13 6:25発以降の12便

WILLER EXPRESS㈱本
社営業所

バスタ新宿➝仙台駅・泉中央 運休

10/12　23:30発～10/13　10：
30発　計2便
10/12　12：30発～10/12　23：
15発　計2便

バスタ新宿➝山形駅・天童温泉 運休

10/12 22：30発～10/13 10：
30発　計2便
10/12 9：30発～12/10 22：30
発　計2便

TDL⇔富山駅・高岡駅・金沢駅
上下線

運休 10/12発夜行　計2便

TDL・TDS⇔梅田・京都・USJ　上
下線

運休 10/12発夜行　計4便

TDL⇔姫路駅・明石駅・神戸三宮
上下線

運休 10/12発夜行　計2便

TDL⇔梅田・桃山台・和歌山　上
下線

運休 10/12発夜行　計2便

TDL⇔岡山駅・倉敷駅　上下線 運休 10/12発夜行　計2便

（株）オー・ティー・ビー

四国⇔関東（東京） 運休 10/11　夜行便

東北・東海⇔関東（東京） 運休
10/12　全便、10/13昼行
便（東北）、10/13昼行便
一部（東海）

北陸・関西・四国・中国（岡山・
広島・鳥取・島根・新山口）～

関東（東京）
運休

10/12　夜行便、10/13
夜行便（北陸）

九州⇔関東（東京） 運休 10/12　夜行便

京成バス㈱

東京ディズニーリゾート・東京・
横浜➝大阪・神戸

運休 10/11出発便

西船橋駅➝名古屋 運休 10/11出発便

名古屋➝西船橋駅 運休 10/12出発便

相模大野⇔成田空港 運休
12日　上り8時25分発より全便
運休
下り10時30分発より全便運休

田村車庫⇔成田空港 運休
12日　上り6時45分発より全便
運休
下り全便運休

橋本・相模大野⇔成田空港 運休 13日　上り0時50分発運休

33/72ページ



千葉中央・千葉みなと⇔成田空港 運休
12日　千葉みなと15:45発以
降、成田空港13：55発以降

茨城交通（株）
日立・ひたちなか・水戸・つくば

➝東名豊田・名古屋
運休 10/12出発便

南海バス㈱、（株）江ノ
電バス藤沢

鎌倉・藤沢・小田原➝大阪・京
都

運休 10/12出発便

イーグルバス㈱

若葉➝京都・大阪 運休 10/12出発便

川越➝京都・大阪 運休 10/12出発便

大宮➝京都・大阪 運休 10/12出発便

東京➝京都・大阪 運休 10/12出発便

新宿➝京都・大阪 運休 10/12出発便

秋葉原➝京都・大阪 運休 10/12出発便

千葉中央バス㈱
上野・東京ディズニーリゾート

➝京都
運休 10/12出発便

奈良交通（株）、京成
バス㈱

東京ディズニーリゾート・上野・
横浜⇔奈良

運休 10/12、10/13出発便

一畑バス㈱、中国ジェ
イアールバス㈱

東京➝松江・出雲 運休 10/12出発便

西武観光バス㈱、富
士急行観光（株）

大宮・川越・池袋➝富士急ハイ
ランド・河口湖

運休 10/12出発便

京成バス㈱
東京ディズニーリゾート・東京・

横浜➝大阪・神戸
運休 10/12､13出発便

防長交通（株） 東京➝山口 運休 10/12出発便

東北急行バス㈱、北
日本観光自動車（株）

東京➝金沢 運休 10/12出発便

西武観光バス㈱ 池袋・品川⇔箱根 運休 10/12、10/13出発便

京成バス㈱、富士急
行観光（株）

成田空港➝富士急ハイランド・
富士山・河口湖

運休 10/12出発便

海浜幕張・津田沼・西船橋➝
富士急ハイランド・富士山・河

口湖
運休 10/12出発便

秋葉原➝富士急ハイランド・河
口湖

運休 10/12出発便

伊予鉄バス㈱、西東
京バス㈱

新宿・横浜➝松山・八幡浜 運休 10/12出発便

茨城交通（株）
水戸・ひたちなか・東海・日立

➝二本松・仙台
運休 10/13出発便

（株）ジャムジャムエク
スプレス

青森⇔東京 運休 10/12出発便

盛岡⇔東京 運休 10/12出発便

秋田⇔東京 運休 10/12出発便

仙台⇔東京 運休 10/12出発便

山形⇔東京 運休 10/12出発便

北陸⇔東京 運休 10/12出発便

新潟⇔東京 運休 10/12出発便

中部⇔東京 運休 10/12出発便

関西⇔東京 運休 10/12出発便

広島⇔東京 運休 10/12出発便

岡山⇔東京 運休 10/12出発便

八王子・渋谷→金沢・加賀温
泉線（夜行便）

運休
10/12出発便、10/13
21:35発
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西東京バス㈱

八幡浜➝横浜・バスタ新宿 運休 10/11　17：20発

USJ➝八王子・バスタ新宿 運休 10/11　20：10発

バスタ新宿・横浜➝八幡浜 運休 10/12　19：50発

バスタ新宿➝京都・大阪・USJ 運休 10/12　21：10発

新宿西口➝京都・大阪・USJ 運休 10/12　21：10発

小田急箱根高速バス
㈱

箱根線 運休
10/12　下り87便まで、上
り82便まで運転。以降運
休。

東京線 運休
10/12　下り6:50発のみ
運転。以降運休。上り全
便運休。

羽田線 運休

10/12　下り10:25発、
14:00発、18:20発、22:05
発運休。上り10:10発、
14:10発、18:05発運休。

湯本ライナー 運休 10/12　一部便運休

アウトレット線 運休 10/12　一部便運休

西武バス㈱
河口湖線 運休 10/12　一部便運休

箱根線 運休 10/12　一部便運休

千葉交通（株）

大阪なんば・京都駅⇔秋葉原・
成田空港・銚子線

運休
10/11　20時大阪発、
10/12　20時秋葉原発

福島・郡山⇔成田空港線 運休
10/12　成田空港10時発、
10/13　福島0時50分発運休

千葉交通（株）、国際
十王交通（株）

熊谷・鴻巣・久喜⇔成田空港
線

運休
10/12　全便運休、10/13
成田空港発8:20発、10:20発運
休、新島車庫発全便運休

山梨交通㈱

（高速バス）甲府⇔成田空港線 運休 10/12.13

（高速バス）甲府⇔羽田空港線 運休 10/12.13

（高速バス）甲府⇔横浜線 運休 10月12日

甲府⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

身延・南アルプス⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

南アルプス市八田・中央市⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

岡谷（長野）⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

駒ヶ根（長野）⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

小田急シティバス株式
会社

新宿⇔美濃・関・岐阜 運休 10月12日　パピヨン号

岐阜乗合自動車 岐阜・関・美濃⇔新宿 運休 10月12日　パピヨン号

京浜急行バス㈱

羽田空港・横浜駅⇔箱根湯本
駅

運休 10/12　全便

横浜駅⇔甲府駅・竜王線 運休 10/12　全便

横浜駅（YCAT）・みなとみらい地
区⇔横浜・八景島シーパラダイス

線
運休 10/12　全便

品川駅⇔御殿場プレミアムア
ウトレット線

運休 10/12　全便

広栄交通バス(株)

ブルーライナー関東⇔関西（全
便）

運休 10月12日

ブルーライナー草津温泉号（大宮
⇔草津）

運休 10月12日、13日

ブルーライナーC便（大宮➝ＵＳ
Ｊ）・F便（大宮➝天王寺）

運休 10月13日

ブルーライナーC便（ＵＳＪ➝大
宮）

運休 10月14日
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山梨交通㈱

甲府⇔京都/大阪線 運休
10/11（大阪発21：20　）・
10/12（甲府発22：10）
（予防計画運休）

甲府⇔静岡 運休 10/12（予防計画運休））

甲府⇔名古屋 運休 10/12（予防計画運休））

小田急シティバス株式
会社

新宿➝福山・尾道・三原 運休 10月12日　エトワールセト号

株式会社中国バス
福山・尾道・三原➝新宿 運休 〃

新宿→福山・尾道・三原 運休 10月13日　エトワールセト号

小田急シティバス株式
会社

新宿➝津山・岡山・倉敷 運休 10月12日　ルミナス号

下津井電鉄株式会社 津山・岡山・倉敷➝新宿 運休 〃

秋田中央交通株式会社 新宿・大宮➝秋田 運休 10月12日　フローラ号

小田急シティバス株式
会社

秋田➝大宮・新宿 運休 〃

中国ジェイアールバス 東京・新宿➝西条・広島 運休 10月12日　ニューブリーズ号

小田急シティバス株式
会社

東京・新宿➝広島 運休 〃

小田急シティバス株式
会社

西条・広島➝新宿・東京 運休 10月12日　ニューブリーズ号

中国ジェイアールバス 広島➝新宿・東京 運休 〃

とさでん交通株式会社 新宿➝高知 運休 10月12日　ブルーメッツ号

小田急シティバス株式
会社

高知➝新宿 運休 〃

福山・尾道・三原→新宿 運休 10月13日　エトワールセト号

小田急シティバス・小湊
鐵道

新宿➝袖ヶ浦・木更津 運休 10月12日　始発～終車

新宿➝木更津アウトレット 運休 〃

袖ヶ浦・木更津➝新宿 運休 10月12日　始発～終車

木更津アウトレット➝新宿 運休 〃

江ノ電バス㈱・京浜急行
バス㈱

藤沢駅・大船駅・鎌倉駅⇔羽田空
港

運休
12日　終日運休、13日　午
前中の便は運休

江ノ電バス㈱・南海バス
㈱

京都・大阪線（戸塚駅等⇔ＪＲ堺
市駅等）

運休
12日夜戸塚駅発・13日夜Ｊ
Ｒ堺市駅発

成田空港交通株式会社

成田空港⇔仙台・松島 運休
11日：成田発、12日全便、
13日松島発

成田空港・TDL⇔仙台 運休 11日：成田発、12日全便、

幕張⇔和歌山 運休 11日：幕張発、12日全便

成田空港⇔長野 運休 12日：全便、13日全便

成田空港⇔柏・松戸 運休 12日：全便、13日：流山05:50発

成田空港⇔つくば・土浦 運休 12日：11:30～、13日：～14:00

成田空港～立川方面 運休
12日：08:45拝島発以降、成田発全便
13日05:20、06:20運休

成田空港～幕張方面 運休
12日：成田発11:45以降、稲毛海岸発
11:57以降

深夜急行　新橋➝西船・成田空
港

運休 12日深夜運行分（暦日13日）

深夜急行　新橋➝松戸・成田空
港

運休 12日深夜運行分（暦日13日）

尾瀬戸倉➝バスタ新宿 運休 尾瀬戸倉発14時30分

大清水➝バスタ新宿 運休 大清水発15時10分

前橋関越交通営業所➝成田空港 運休
10/12　上り９便（前橋関越
交通営業所発11時50分）

大清水➝バスタ新宿 運休
10/12　上り（大清水発13時
10分）
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関越交通株式会社

四万温泉➝東雲車庫 運休
10/12　上り（四万温泉発13
時45分）

成田空港→伊香保温泉 運休
10/12　下り（成田空港発12
時55分）

前橋関越交通営業所→成田空港 運休
10/12　上り（前橋発7時25
分）

伊香保温泉→成田空港 運休
10/12　上り（伊香保発9時
20分）

前橋関越交通営業所→成田空港 運休
10/12　上り（前橋発11時50
分）

国際興業株式会社

新宿・大宮⇔八戸・三沢・むつ 運休 10/12発上下便

東京・池袋⇔八戸・十和田・七戸 運休 10/12発上下便

渋谷・東京・池袋・王子⇔盛岡 運休 10/12発下り・10/13発上り

池袋・秋葉原・上野⇔遠野・釜石・
山田

運休 10/12発下り・10/13発上り

渋谷・池袋・大宮←鶴岡・余目・酒
田

運休 10/12発上り

新宿・東京・秋葉原・上野➝鶴岡・
余目・酒田

運休 10/12発下り

TDL・東京⇔鶴岡・余目・酒田 運休 10/12発下り・10/13発上り

武蔵浦和・池袋－「東京ディズ
ニーリゾート(R)」

運休
10/12発上下便、10/13午
前中

池袋⇔御殿場プレミアムアウト
レット

運休 10/12・13発上下便

東武バス日光株式会社
鬼怒川温泉駅・東武日光駅⇔羽

田空港・横浜駅
運休 10月12日終日

㈱平成エンタープライズ

１便（志木⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

２便（大宮⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

チェリッシュ（大宮⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

プルメリア（大宮⇔堺東） 運休 10/12出発便（往路・復路）

プルメリアグランデ神戸
（さいたま新都心⇔神戸三宮）

運休 10/12出発便（往路・復路）

ロイヤルブルー
（さいたま新都心⇔神戸三宮）

運休 10/12出発便（往路・復路）

プルメリアグランデ
（志木⇔なんば）

運休 10/12出発便（往路・復路）

５便グランシア
（さいたま新都心⇔神戸三宮）

運休 10/12出発便（往路・復路）

７便（さいたま新都心⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

グランシア（千葉⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

アクアスター（東京ﾃﾞｨｽﾞﾆﾗﾝﾄﾞ⇔
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

運休 10/12出発便（往路・復路）

６便（東京⇔岸和田） 運休 10/12出発便（往路・復路）

８便（大宮⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

名古屋便チェリッシュ
（TDL⇔金山駅北口）

運休 10/12出発便（往路・復路）

名古屋１便（千葉⇔金山駅北口） 運休 10/12出発便（往路・復路）

名古屋２便（川越⇔金山駅北口） 運休 10/12出発便（往路・復路）

名古屋３便（志木⇔金山駅北口） 運休 10/12出発便（往路・復路）

名古屋～高山便
（金山正木⇔高山）

運休 10/12出発便（往路・復路）

富山・金沢便（大宮⇔金沢） 運休 10/12出発便（往路・復路）
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平成コミュニティバス㈱

１０１便（新木場⇔堺東） 運休 10/12出発便（往路・復路）

１０２便（王子⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）

１０３便（王子⇔堺東） 運休 10/12出発便（往路・復路）

３便（バスタ新宿⇔なんば） 運休 10/12出発便（往路・復路）
グランシアファースト（大宮⇔堺

東）
運休 10/12出発便（往路・復路）

立川バス株式会社

パレス立川⇔羽田空港 運休
１２日、立川発１１時～１３日９時５０分
着まで

立川エリア⇔成田空港 運休
１２日　１２時５０分～１３日９時４０分
着まで

スパハワイアンズ線 運休 １２日終日

御殿場アウトレット線 運休 １２日終日

伊那飯田線 運休 １２日終日

東武バスイースト株式
会社

柏駅西口～国立がん研究セン
ター⇔羽田空港国際線ターミナル

運休
12日　柏駅西口発５回・羽田空港国際
線ターミナル発全便運休

東急バス（株）

渋谷・二子玉川⇔新居浜・西条・
今治

運休 10/12全便

渋谷⇔藤枝・相良 運休
10/12全便、10/13渋谷発
（15:30発、16:35発）、10/13
相良営業所発

日吉・センター北・たまプラーザ・
市が尾⇔富士急ハイランド・河口

湖
運休 10/12全便

日吉・センター北・たまプラーザ・
市が尾⇔御殿場プレミアム・アウ

トレット
運休 10/12全便

渋谷⇔袖ヶ浦・木更津 運休 10/12全便
渋谷⇔三井アウトレットパーク木

更津
運休 10/12全便

たまプラーザ⇔東京ディズニーリ
ゾート

運休
10/12全便、10/13 ～9:30
発便たまプラーザ・二子玉川・渋谷⇔

軽井沢・草津温泉
運休

10/12全便、10/13たまプ
ラーザ9:35発二子玉川・渋谷⇔木更津・安房鴨

川
運休 10/12全便

渋谷・二子玉川⇔上高地 運休
10/12渋谷マークシティ
22:00発、10/13上高地バス

小田急バス（株）

吉祥寺・新百合ヶ丘⇔羽田空港
線

運休 10/12全便
吉祥寺・新百合ヶ丘→成田空港

線
運休 10/12午後出発便

東武バス日光（株） 全線 運休 10/12全便

関東バス（株）

吉祥寺⇔羽田空港線 運休 10/12出発便

新宿→奈良（やまと号） 運休 10/12出発便

五條→新宿（やまと号） 運休 10/12出発便

新宿→枚方（東京ミッドナイトエク
スプレス京都号）

運休 10/12出発便

門真車庫→池袋（ドリームスリー
パー東京大阪号）

運休 10/12出発便

倉敷→丸山営業所（マスカット号） 運休 10/12出発便

練馬→三田河原（ほの国号） 運休 10/12出発便
東京→本荘（エクスプレス鳥海

号）
運休 10/12出発便

吉祥寺⇔お台場 運休 10/12、13全便
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関東自動車（株）

宇都宮→成田空港（マロニエ号） 運休

10/12一部便（12:15、
14:20、15:20発）、10/13一
部便（2:50、4:00、4:35、
5:00、5:50、6:40、8:00、
9:40、10:55、14:20、15:20
発）
10/12一部便（8:50、9:50、
13:05、14:35、15:35、16:55、
18:05、19:35、20:55、22:10
発）、10/13一部便（7:45、
8:50、9:50、11:05発）

太田→成田空港（メープル号） 運休

10/12一部便（8:25、9:50、
11:42、13:47発）、10/13一
部便（4:02、5:00、6:15、
8:25、13:47発）
10/12全便、10/13一部便
（9:10発）

桐生→成田空港（サルビア号） 運休

10/12一部便（11:00、13:20
発）、10/13一部便（4:20、
5:40、7:50、13:20発）
10/12全便、10/13一部便
（8:10発）

宇都宮→羽田空港（マロニエ号） 運休

10/12一部便（8:35、17:15
発）、10/13一部便（3:05、
3:45、4:35、5:30、6:15、
7:05、8:35発）
10/12一部便（14:25、
15:45、17:20、18:30、19:35、
20:50、22:40発）、10/13一
部便（9:55発）

那須・新宿線 運休 10/12全便

ハイランドパーク線 運休 10/12全便

名古屋線 運休 10/12全便

水戸・ひたちなか線（北関東ライ
ナー）

運休 10/12全便、10/13一部便

関東鉄道（株）

水戸駅⇔東京駅線（みと号） 運休 10/12全便

水戸・土浦・つくば⇔京都・大阪線 運休 10/11、12全便

筑波大学・つくばセンター⇔東京
駅線（つくば号）

運休 10/12全便

鹿島神宮駅⇔東京駅線（かしま
号）

運休 10/12全便

波崎⇔東京駅線 運休 10/12全便

水戸・赤塚・石岡⇔東京ディズ
ニーリゾート線

運休 10/12全便

鹿島⇔東京ディズニーリゾート・
東京テレポート駅線

運休 10/12全便

土浦・つくば⇔東京ディズニーリ
ゾート・東京テレポート駅線

運休 10/12全便

つくば⇔羽田空港線 運休 10/12全便

鹿島⇔羽田空港線 運休 10/12全便

土浦・つくば⇔成田空港線 運休 10/12全便

茨城空港⇔東京駅線 運休 10/12全便

二俣新町・バスタ新宿➝富山・高
岡・金沢

運休 10月12日　ＫＴＴ－０５

二俣新町・東京➝京都・難波 運休 10月12日　ＴＫ－３３
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㈱桜交通　東京営業所 バスタ新宿・横浜➝梅田・難波 運休 10月12日　ＴＫ－２１
福井・金沢・高岡・富山➝バスタ

新宿
運休 10月12日　ＫＴＴＴ－１０Ｄ

名古屋➝バスタ新宿・二俣新町 運休 10月12日　ＮＡ－１２

難波・梅田➝横浜・バスタ新宿 運休 10月12日　ＴＫ－２２

昌栄バス（受委託）

バスタ新宿➝富山・高岡・金沢・
福井

運休 10月12日　ＫＴＴ－０９Ｄ

二俣新町・バスタ新宿➝名古屋 運休 10月12日　ＮＡ－１１

バスタ新宿・横浜➝梅田・難波 運休 10月12日　ＴＫＬ－１９

金沢・高岡・富山➝バスタ新宿・
二俣新町

運休 10月12日　ＫＴＴ－０６

難波・梅田➝横浜・バスタ新宿 運休 10月12日　ＴＫＬ－２０

ツーリストバス（受委託） 難波・京都➝東京・二俣新町 運休 10月12日　ＴＫ－３４

館山日東バス株式会社 安房白浜⇔館山⇔千葉 運休
12日（土）終日、13日（日）
午前中

東武バスセントラル（株）

新越谷⇔郡山線（あだたら号） 運休
12日　新越谷駅西口～郡
山駅

東京駅⇔いわき駅（いわき号） 運休 12日　東京駅～いわき駅

北千住駅⇔羽田空港線 運休
12日　北千住駅10：00分発～終日
羽田空港国際ターミナル発10：40
分発～終日

スカイツリータウン⇔羽田空港線 運休

12日　スカイツリータウン12：20分発～
運休
羽田空港国際ターミナル発12：00分発
～終日運休

新越谷⇔羽田空港 運休
12日　新越谷駅発7:30分発～終日
羽田空港国際線ターミナル発　全便運
休

新越谷駅⇔成田空港線 運休

12日　新越谷駅10：30分発～終日
運休
成田空港第3ターミナル14：10分
発～終日運休

スカイツリータウンお台場線 運休
12日　スカイツリータウン～お
台場

国際十王交通株式会社

新島車庫➝成田空港線 運休
10月12日（土）新島車庫
3:40発・10時30分

成田空港➝新島車庫線 運休
10月12日（土）成田空港
10:20発・19時00分

新島車庫➝成田空港線 運休
10月13日（日）新島車庫
3:40発・10時30分

成田空港➝新島車庫線 運休
10月13日（日）成田空港
10:20発

籠原駅南口➝羽田空港線 運休
10月12日（土）籠原駅8:20
発・10:00発

羽田空港➝籠原駅南口線 運休
10月12日（土）羽田空港
15:10発・17:10発・22:10発

籠原駅南口➝羽田空港線 運休
10月13日（日）籠原駅5:30
発・8:20発・10:00発

東京・横浜～名古屋 運休 10/12（土）発SG101

名古屋～横浜・東京 運休 10/12（土）発SG102

東京・横浜～浜松・名古屋 運休 10/12（土）発SG601

名古屋・浜松～横浜・東京 運休 10/12（土）発SG602

東京・横浜～大阪・神戸 運休 10/12（土）発SG201

神戸・大阪～横浜・東京 運休 10/12（土）発SG202

東京・海老名・小田原～大阪 運休 10/12（土）発SG203
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東京・海老名～大阪・鳥取 運休 10/12（土）発SG301

鳥取・大阪～海老名・東京 運休 10/12（土）発SG302

運休 10/12（土）発SG701
福井・金沢・富山～大宮・東京・横

浜
運休 10/12（土）発SG702

新宿～名古屋 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（NA13）

名古屋～新宿 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（NA14）

新宿～仙台 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（ST18）

仙台～新宿 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（ST17）

岡山・姫路・神戸～横浜・東京 運休 10/13（土）発SG502

関東バス(株）・奈良交
通（株）

バスタ新宿⇔天理、奈良 運休 10月12日

五条バスセンタ⇔バスタ新宿 運休 10月12日

新宿～仙台 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（ST20）

仙台～新宿 運休
10/12（土）発㈱桜交通受託
便（ST19）

関東バス(株）・京阪バス
（株）

東京大手町⇔京阪枚方 運休 10月12日

関東バス(株）・両備バス
（株）

倉敷駅⇔バスタ新宿、中野駅 運休 10月12日

南海なんば、大阪駅⇔新宿駅西口、池袋駅 運休 10月12日

関東バス(株）・豊鉄バス
（株）

練馬、中野バスタ新宿⇔豊橋、田原駅 運休 10月12日

関東バス(株）・羽後交
通（株）

東京駅八重洲口⇔象潟、本荘駅 運休 10月12日

WILLER EXPRESS株式
会社

成田空港第三BT金沢西口線A1 運休 H5353　20：00発

成田空港第一BT金沢西口線B1 運休 H5491　20：15発

大崎芝山町役場線A5、B4･B5 運休
12日　Ａ５線　12日13：00発～
13日12時発、Ｂ4・B５線　12日
12:55発～13日10:55発

杉崎観光バス株式会社

大阪～小田原・海老名・東京 運休 10/12（土）発SG204

東京・横浜～神戸・姫路・岡山 運休 10/12（土）発SG501

池袋・東京～南草津・京都・大阪 運休 10/12（土）発SG205

大阪・京都・南草津～東京・池袋 運休 10/12（土）発SG206
横浜・東京・大宮～富山・金沢・福

井

イーグルバス株式会社 川越⇔羽田空港 運休
10/12 12:25発以降
10/13 4:30発まで

川越観光自動車㈱ 森林公園駅⇔成田空港線 運休
往路：３便、復路４便（当社
運行分）

日本中央バス（株）

前橋発羽田行 運休
高崎・藤岡　1,3,5,7,9,11,102
便

伊勢崎発羽田行 運休 太田・館林　1,3,5,7便

前橋発新宿行 運休 藤岡・高崎　１,3便

秋葉原駅（群馬・さいたま･東京）
⇔金沢駅（富山・金沢）

運休

羽田空港⇔赤レンガ線 運休
12日　空港11：10発～，赤
レンガ11：00発～運休
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羽田空港⇔港南台線 運休
12日　空港10：45発～，港
南台11：25発～運休

羽田空港⇔新横浜線 運休
12日　空港8：45発～，新横
浜ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ9：43発～運休

羽田空港⇔藤沢線 運休 12日

羽田空港⇔二俣川線 運休 12日

羽田空港⇔海老名線 運休 12日

羽田空港⇔町田線 運休
12日　空港9：05発～，相模
大野駅9：15発～運休

羽田空港⇔本厚木線 運休
12日　空港発全便，本厚木
駅5：55発～運休

羽田空港⇔新百合ヶ丘線 運休 12日

羽田空港⇔たまプラーザ線 運休
12日　空港10：05発～，た
まﾌﾟﾗｰｻﾞ10：10発～運休

羽田空港⇔港北ニュータウン線 運休 12日

羽田空港⇔武蔵小杉線 運休
12日　空港11：35発～，武
蔵小杉駅11：55発～運休

羽田空港・横浜⇔御殿場線 運休 12日

羽田空港・横浜⇔箱根湯本線 運休 12日

羽田空港⇔ビックサイト線 運休
12日　空港11：50発～，ｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京13：00発～運
休

羽田空港⇔大崎線 運休 12日

羽田空港⇔渋谷線 運休
12日　空港11：25発～，渋
谷10：50発～運休

羽田空港⇔二子玉川線 運休
12日　空港9：05発～，二子
玉川9：20発～運休

羽田空港⇔立川線 運休
12日　空港11：10発～，ﾊﾟﾚ
ｽﾎﾃﾙ立川11：00発～運休

羽田空港⇔吉祥寺線 運休 12日

羽田空港⇔東京線 運休
12日　空港11：30発～，東
京12：35発～運休

羽田空港⇔東京スカイツリー線 運休
12日　空港12：00発～，ｽｶ
ｲﾂﾘｰ12：20発～運休

羽田空港⇔北千住線 運休
12日　空港10：40発～，北
千住10：00発～運休

羽田空港⇔川口線 運休
12日　空港発全便，川口元
郷駅5：53発～運休

羽田空港⇔新越谷線 運休
12日　空港発全便，新越谷
駅7：30発～運休

羽田空港⇔大宮線 運休
12日　空港8：50発～，大宮
駅8：20発～運休

羽田空港⇔桶川線 運休
12日　空港16：00発～，上
尾16：00発～運休

羽田空港⇔志木線 運休
12日　空港発全便，志木駅
7：30発～運休

羽田空港⇔西船橋線 運休
12日　空港発全便，西船橋
13：00発～運休
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京浜急行バス㈱ 羽田空港⇔千葉線 運休
12日　空港8：10発～運休，
千葉中央9：37発～運休

羽田空港⇔東京ディズニーリゾー
ト線

運休 12日

羽田空港⇔五井・東金・蘇我線 運休 12日

羽田空港⇔木更津線 運休 12日

羽田空港⇔三井アウトレットパー
ク木更津線

運休 12日

羽田空港⇔大多喜線 運休 12日

羽田空港⇔君津線 運休 12日

羽田空港・横浜⇔館山線 運休 12日

羽田空港⇔松戸線 運休
12日　空港発全便，松戸
15：00発～運休

羽田空港⇔柏線 運休
12日　空港発全便，柏駅7：
40発～運休

羽田空港⇔つくば線 運休 12日

羽田空港⇔鹿島線 運休 12日

羽田空港⇔甲府・竜王線 運休 12日

羽田空港⇔富士山線 運休 12日

羽田空港・横浜⇔日光・鬼怒川線 運休 12日

相模大野⇔羽田空港 運休
12日　上り9時10分発より全便運休
下り9時05分発より全便運休

横浜～成田空港 運休
12日　横浜11：40発～，第３
ﾀｰﾐﾅﾙ10：45発～運休

横浜⇔台場線 運休
12日　横浜11：05発～，ビッ
クサイト12：15発～運休

横浜⇔東扇島線 運休
12日　横浜12：10発～運休
（循環）

横浜⇔浮島線 運休
12日　横浜行き（江川一丁
目発）のみ全便運休

横浜⇔横須賀西地区線 運休 12日

横浜⇔葉山線 運休 12日

横浜⇔八景島線 運休 12日

横浜⇔東京ディズニーリゾート線 運休 12日

横浜⇔三井アウトレットパーク木
更津線

運休 12日

横浜⇔五井線 運休 12日

横浜⇔木更津線 運休 12日

横浜・羽田空港⇔茂原線 運休 12日

横浜⇔甲府・竜王線 運休 12日

横浜・品川⇔盛岡・宮古線 運休 12日

横浜・品川⇔弘前・五所川原線 運休 12日

品川⇔三井アウトレットパーク木
更津線

運休 12日

品川⇔木更津線 運休 12日

品川⇔御殿場プレミアムアウト
レット線

運休 12日

品川⇔徳島線 運休 12日

品川⇔鳥取・倉吉線 運休 12日
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品川⇔米子線 運休 12日

川崎⇔東京ディズニーリゾート線 運休 12日

相鉄バス㈱

羽田空港⇔海老名駅 運休 10/12　終日

羽田空港⇔二俣川駅 運休 10/12　終日

横浜駅西口⇔河口湖駅 運休 10/12　終日

横浜駅西口➝河口湖駅 運休 10月13日　7:00発

河口湖駅➝横浜駅西口 運休 10月13日　7:30、17:00発

松戸新京成バス

新松戸駅・松戸駅→羽田空港行
き

運休 10/12　松戸駅15：00発

羽田空港→松戸駅行き 運休 10/12　羽田空港12：10発

羽田空港→松戸駅行き 運休 10/12　羽田空港17：40発
羽田空港→松戸駅・新松戸駅行

き
運休 10/12　羽田空港22：30発

東京空港交通

成田空港⇔TCAT方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔新宿方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔池袋方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔赤坂方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔芝・銀座・九段方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔豊洲・浅草方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔吉祥寺駅 運休
10月12日 成田発14：00以降全便
吉祥寺発12：00以降全便

成田空港⇔渋谷・二子玉川 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔品川方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔羽田空港 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔YCAT方面 運休
10月12日 成田発11：00以降全便
YCAT発12：00以降全便

成田空港⇔TDR方面 運休 10月12日 全便

成田空港⇔新浦安方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔新越谷方面 運休
10月12日 成田発全便
新越谷発07：40以降全便

成田空港⇔ふじみ野方面 運休
10月12日 成田発12：00以降全便
ふじみ野発09：00以降全便

成田空港⇔調布方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔多摩方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

成田空港⇔立川方面 運休
10月12日 成田発全便
立川発12：00以降全便

成田空港⇔八王子方面 運休
10月12日 成田発全便
八王子発12：00以降全便

羽田空港⇔新宿方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔池袋方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔赤坂方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔秋葉原・目白方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔銀座方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔品川方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港→中野方面 運休 10月12日全便

羽田空港⇔臨海方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔豊洲方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔錦糸町方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔大手町方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔東京駅 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔渋谷方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔吉祥寺駅 運休 10月12日 全便

羽田空港⇔調布方面 運休 10月12日 起点発11：00以降全便

羽田空港⇔多摩方面 運休
10月12日 羽田発08：00以降全便
多摩発12：00以降全便

羽田空港⇔八王子方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔小岩・葛西方面 運休
10月12日 羽田発11：00以降全便
小岩発12：00以降全便

羽田空港⇔TDR方面 運休 10月12日 全便

羽田空港⇔新浦安方面 運休 10月12日 起点発11：00以降全便
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羽田空港⇔市川方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔津田沼方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔千葉方面 運休
10月12日 羽田発08：00以降全便
千葉発10：00以降全便

羽田空港⇔四街道方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔大網方面 運休 10月12日 起点発09：00以降全便

羽田空港⇔木更津方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔浦和方面 運休
10月12日 羽田発全便
浦和発 11：00以降全便

羽田空港⇔大宮方面 運休
10月12日 羽田発 08：00以降全便
大宮発 11：00以降全便

羽田空港⇔石神井方面 運休
10月12日 羽田発全便
石神井発 12：00以降全便

羽田空港⇔所沢方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港⇔川越方面 運休 10月12日 起点発12：00以降全便

羽田空港→熊谷方面 運休 10月12日 全便

羽田空港→桐生方面 運休 10月12日 全便

羽田空港→高崎方面 運休 10月12日 全便

羽田空港→宇都宮方面 運休 10月12日 全便

池袋・新宿→成田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

池袋・新宿→羽田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

浅草・東京→羽田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

葛西・豊洲→羽田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

さくら観光バス㈱

関東⇔関西（４便） 運休 10/12　（上下）

関東⇔名古屋（5便） 運休 10/12　（上下）

関東⇔仙台（３便） 運休 10/12　（上下）

神奈川中央交通㈱ 港南台駅⇔羽田空港 運休
12日　上り11時25分発より全便運休
下り10時45分発より全便運休

神奈川中央交通東㈱

相模大野⇔羽田空港 運休
12日　上り9時10分発より全便運休
下り9時05分発より全便運休

相模大野⇔成田空港 運休
12日　上り8時25分発より全便運休
下り10時30分発より全便運休

相模大野⇔三井OP木更津 運休 12日　上下線全便運休

橋本・相模大野⇔成田空港 運休 13日　上り0時50分発運休

神奈川中央交通西㈱

本厚木駅⇔羽田空港 運休
12日　上り5時55分発より全便
運休
下り全便運休

海老名駅⇔羽田空港 運休 12日　上下線全便運休

田村車庫⇔成田空港 運休
12日　上り6時45分発より全便
運休
下り全便運休

藤沢駅⇔富士急ハイランド 運休 12日　上下線全便運休

町田駅⇔富士急ハイランド 運休 12日　上下線全便運休

藤沢駅⇔川越 運休 12日　上下線全便運休

小湊鐵道㈱ 相模大野⇔三井OP木更津 運休 12日　上下線全便運休

富士急湘南バス㈱
藤沢駅⇔富士急ハイランド 運休 12日　上下線全便運休

町田駅⇔富士急ハイランド 運休 12日　上下線全便運休

東武バスウエスト㈱ 藤沢駅⇔川越 運休 12日　上下線全便運休

関鉄グリーンバス㈱ 鉾田・麻生・佐原⇔東京駅線 運休 9/12全便運休
ジェイアールバス関東

㈱水戸支店
東京駅⇔水戸駅 運休

始便から終日運休（全便運
休）

ジェイアールバス関東
㈱鹿嶋支店

東関東道 運休 かしま号　全便

都内 運休 新浦安線　全便

成田空港 運休 アクセス成田　一部減便

富士急バス株式会社
（本社営業所）

富士五湖線（新宿⇔平野） 運休 （10/12）全便運休

富士山五合目線（新宿⇔富士山
五合目）

運休 （10/12）全便運休

東京線（東京駅⇔河口湖駅） 運休 （10/12）全便運休

羽田空港線（羽田空港⇔富士山
駅）

運休 （10/12）全便運休

大阪線（大阪⇔富士山駅） 運休 （10/11）大阪発便、（10/12）全便運休

名古屋線（名古屋⇔富士山駅） 運休
（10/11）名古屋23:10発便運休、
（10/12）全便運休
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三島特急線（三島⇔河口湖駅） 運休 （10/12）全便運休

渋谷線（渋谷駅⇔富士山駅） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社
（甲府営業所）

甲府線（甲府駅⇔新宿駅） 運休 （10/12）全便運休

甲州ワインライナー線（富士急上
阿原車庫⇔新宿）

運休 （10/12）全便運休

千葉内陸バス㈱

千代田団地・四街道・稲毛⇔羽田
空港

運休
12日　千代田団地11:00発以降、羽田
空港発14:00発以降

千葉中央・千葉みなと⇔成田空港 運休
12日　千葉みなと15:45発以降、成田
空港13：55発以降

ユーカリが丘⇔東京駅・東雲車庫 運休 12日　終日運休

ちばグリーンバス㈱ ユーカリが丘⇔東京駅・東雲車庫 運休 12日　終日運休

京成トランジットバス㈱

池袋⇔「東京ディズニーリゾート®」 運休 12日（土）全便、13日（日）午前便

川越・大宮⇔「東京ディズニーリゾー
ト®」

運休 12日（土）全便、13日（日）午前便

いわき・日立⇔「東京ディズニーリ
ゾート®」

運休 12日（土）、13日（日）全便

調布⇔「東京ディズニーリゾート
®」

運休
１２日（土）全便、13日（日）
検討中

市川駅⇔羽田空港 運休
１２日（土）１１：２０発羽田
行を最終便として運休
１３日（日）検討中

越後交通（株）

上越⇔池袋・新宿線 運休

12日13:40池袋駅東口発
～
13日12:55直江津駅前発
まで

新潟・長岡⇔池袋・新宿線 運休 12、13日

三条⇔京都・大阪線 運休 12、13日

北陸鉄道（株）

金沢⇔名古屋線 運休
12日8:30金沢駅発～
19:30名鉄バスセンター
発まで

加賀・金沢⇔渋谷・八王子線 運休
12日21:30加賀温泉駅発
～
13日21:35京王八王子駅

金沢←仙台線 運休 12日

金沢⇔新潟線 運休 12日、13日

金沢⇔高山線 運休 12日

北鉄金沢バス（株） 金沢⇔大阪線 運休
12日7:10兼六園下発～
16:40大阪阪急三番街発
まで

新潟交通（株）

新潟⇔東京線 運休 12、13日

新潟⇔仙台線 運休 12日

新潟⇔名古屋線 運休 12日

新潟⇔京都・大阪線 運休 12日

アルピコ交通（株）

松本⇔京都・大阪線 運休 12日

上高地⇔新宿線 運休 12、13日

上高地⇔東京線 運休 12日

上高地⇔京都・大阪線 運休 12日

松本⇔新宿線 運休 12日

長野・松本⇔名古屋線 運休 12日

松本⇔大阪線 運休 12日

松本⇔高山線 運休 12日

諏訪⇔京都・大阪線 運休 12日

長野⇔京都・大阪線 運休 12日

白馬⇔京都・大阪線 運休 12日

白馬・扇沢⇔新宿線 運休 12日

岡谷・上諏訪⇔新宿線 運休 12日

長野～TDR・成田空港線 運休 12日
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長野～飯田線みすずハイウェ
イバス線

運休 12日

長電バス（株） 長野⇔池袋線 運休 12日

富山地方鉄道（株）

富山⇔東京線 運休 12、13日

富山⇔京都・大阪線 運休 12、 13日

富山⇔名古屋線 運休 12日

富山⇔高山線 運休 12日

加越能バス（株）
富山・氷見⇔東京線 運休 12、13日

氷見⇔名古屋線 運休 12日

西日本ジェイアール
バス（株）

金沢⇔東京線 運休 12日

金沢⇔名古屋線 運休 12日

金沢⇔仙台線 運休 12日

長野⇔大阪 運休 12日

金沢⇔仙台 運休 12日

北日本観光自動車
(株)

金沢・富山⇔東京（東京駅・上
野駅・浅草駅）　きまっし号

運休 12日

日本海観光バス(株) 加賀・金沢⇔京都・大阪線 運休 12日

信南交通(株)

飯田⇔新宿線 運休
12日　共同運行：伊那バ
ス

飯田⇔長野線 運休
12日　共同運行：伊那バ
ス

飯田⇔名古屋線 運休 12日

伊那・箕輪 飯田⇔大阪線 運休
12日、13日　共同運行：伊那
バス

 飯田⇔横浜線  12日

 飯田⇔立川線  12日

 飯田⇔甲府線  12日

WILLER
EXPRESS(株)

新潟・長岡⇔東京・川崎・千
葉・成田空港線

運休 12日

富山・金沢・小松・福井⇔東
京・千葉・成田空港線

運休 12日

(株)丸一観光 石川⇔東京線 運休 12日

イルカ交通(株) 高岡⇔名古屋線 運休 12日

伊那バス(株)

飯田⇔立川線 運休 12日

飯田⇔横浜線 運休 12、13日

伊那箕輪⇔名古屋線 運休 12日

ジェイアールバス関東
(株)

佐久・小諸⇔新宿線 運休 12日

TDL・上野・東京⇔富山・金沢 運休 12日

岡谷⇔新宿 運休 12日

小諸⇔京都・大阪・USJ線 運休 12日

おんたけ交通(株) 木曽福島⇔新宿線 運休 12日

トラビスジャパン(株)
長野・山梨⇔新宿線 運休 12日、13日（午前）

長野・山梨←京都・大阪線 運休 12日

千曲バス(株)

軽井沢・佐久・小諸・上田⇔池
袋・新宿・立川線

運休 12、13日

軽井沢⇔京都・大阪線 運休 12、13日
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名鉄バス（株）

名古屋⇔仙台 運休 12日出発便

名古屋⇔宇都宮・福島 運休 12日出発便

名古屋⇔馬籠・妻籠 運休 12日出発便

名古屋⇔新宿 運休 12日出発便13日出発便一部運休

名古屋⇔新潟 運休 12日出発便

名古屋⇔富士五湖 運休 1 1日、12日出発便

名古屋⇔松本 運休 12日出発便

名古屋→長野 運休 12日出発便

名古屋⇔高山 運休 12日出発便13日出発便一部運休

名古屋⇔高岡・氷見 運休 12日出発便

名古屋⇔金沢 運休 12日出発便

名古屋⇔福井 運休 12日出発便

名古屋⇔神戸 運休 12日出発便

名古屋→京都 運休 12日出発便

名古屋→松山 運休 12日出発便

名古屋⇔上高地バスターミナ
ル

運休 1 1日、12日出発便

名古屋⇔飯田 運休 12日出発便

名古屋⇔伊那 運休 12日出発便

名古屋⇔白川郷 運休 12日出発便

名古屋⇔郡上 運休 12日出発便

名古屋⇔富山 運休 12日出発便

名古屋⇔高岡・氷見 運休 12日出発便

名古屋→奈良 運休 12日出発便

名古屋→福岡 運休 12日出発便

豊鉄バス（株）

名古屋 ⇔神戸 運休 12日出発便

名古屋⇔高山 運休 12日出発便

上田車庫⇔京都八条口 運休 12日出発便

新城市⇔長久手古戦場 運休 12日出発便

ジェイアール東海バス
（株）

名古屋⇔新宿・東京 運休 12日出発便13日出発便一部運休

浜松⇔東京 運休 12日出発便13日出発便一部運休

静岡⇔東京 運休 12日出発便13日出発便一部運休

浜松⇔渋谷・新宿 運休 12日出発便

静岡・清水⇔渋谷・新宿

名古屋⇔高山 運休 12日出発便13日出発便一部運休

名古屋⇒福井 運休 12日出発便

名古屋⇒金沢 運休 12日出発便13日出発便一部運休

名古屋⇒甲府・竜王 運休 12日出発便

静岡⇔大阪 運休 12日出発便

浜松⇒名古屋 運休 12日出発便13日出発便一部運休

岐阜・名古屋・豊田・岡崎⇔新
宿・東京

運休 12日出発便

名古屋 ⇔ 横浜・TDR・西船橋
（ファンタジアなごや号）

運休 12日13日出発便

名古屋 ⇔ 京都 運休 12日出発便

名古屋 ⇔ 大阪 運休 12日出発便

名古屋 ⇔神戸 運休 12日出発便

運休 1 1日12日出発便

浜松・静岡⇔横浜・東京 運休 12日出発便

静岡・浜松⇔京都・大阪・神戸 運休 12日出発便

名古屋・岐阜⇔京都・大阪 運休 12日出発便
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12日13日出発便

しずてつジャストライ
ン（株）

静岡⇔新宿 運休 12日出発便13日一部運休予定

東京⇔清水 運休 12日出発便13日一部運休予定

静岡⇔横浜 運休 12日13日出発便

静岡⇔大阪 運休 12日出発便

静岡⇔甲府 運休 12日13日出発便

相良⇔渋谷線 運休 12日出発便13日一部運休予定

名古屋⇔富山・金沢 運休 12日出発便

名古屋 広島 運休 12日出発便

（株）遠州鉄道

浜松⇔横浜 運休 1 1日12日13日出発便

浜松⇔渋谷・新宿 運休 12日13日出発便

浜松⇔大阪 運休 12日出発便

浜松⇔中部国際空港 運休 12日出発便

富士急シティバス
（株）

沼津⇔東京駅線 運休 1 1日12日出発便13日一部運休予定

沼津・三島⇔渋谷・新宿 運休 12日出発便13日一部運休予定

三島⇔河口湖 運休 12日出発便13日一部運休予定

名古屋⇔徳島・高松・松山 運休 1 1日12日出発便

名阪近鉄バス（株）

静岡⇔甲府 運休 12日出発便

相良⇔渋谷線 運休 12日出発便

浜松⇔横浜 運休 12日出発便

（株）東海自動車

伊豆長岡・修善寺温泉ライ
ナー（年川車庫⇔バスタ新宿）

運休 12日出発便13日一部運休予定

三島エクスプレス（大平車庫⇔
バスタ新宿）

運休

富士急静岡バス（株）

東京駅⇔富士・富士宮線 運休 12日13日出発便

鷹岡車庫⇔成田空港線 運休 12日出発便

静岡駅・清水駅⇔富士急ハイ
ランド・河口湖駅線

運休 12日出発便

三重交通（株）

三重⇔東京・大宮 運休 12日13日出発便

四日市⇔京都 運休 12日出発便

四日市⇔大阪 運休 12日出発便

津⇔京都 運休 12日出発便

岐阜乗合自動車（株）

高山⇔扇沢 運休 12日出発便

高山⇔馬籠、妻籠 運休 12日出発便

高山⇔木曽福島 運休 12日出発便

名古屋・妻籠馬籠線 運休 12日出発便

高速名古屋線 運休 12日出発便

高速特急名古屋線 運休 12日出発便

岐阜八幡線 運休 12日出発便

濃飛乗合自動車（株）

高山⇔新宿 運休 1 1日12日13日出発便

高山⇔名古屋 運休 12日出発便13日出発便一部運休

高山⇔京都・大阪 運休 12日出発便

高山⇔松本 運休 12日出発便

高山～富士山 運休 1 1日12日13日出発便

高山⇔扇沢 運休 12日出発便

高山⇔馬籠、妻籠 運休 12日出発便

高山⇔木曽福島 運休 12日出発便

高山⇔岐阜 運休 12日出発便

高山⇔白川郷 運休 12日出発便
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高山⇔金沢 運休 12日出発便

高山⇔富山 運休 12日出発便

東濃鉄道（株）

名古屋・妻籠馬籠線 運休 12日出発便

西可児⇔名古屋 運休 12日12:00～出発便

中央ライナー可児号 運休 12日出発便13日一部運休予定

福井鉄道（株）

福井⇔名古屋 一部運休 12日出発便

福井⇔東京・新木場 運休 12日出発便

福井⇔東京ディズニーランド 運休 12日出発便

小浜⇔なんば 運休 12日出発便

福井⇔大阪・京都 一部運休 12日出発便

京福バス（株）

福井⇔東京 運休 12日出発便

福井⇔大阪 運休 12日出発便

福井⇔名古屋 運休 12日出発便

福井⇔小松空港 一部運休 12日出発便

近鉄バス

京都→名古屋 運休 10月12日

神戸・大阪→浜松・静岡 運休 10月12日

神戸・大阪→三重 運休 10月12日

和歌山→海浜幕張 運休 10月12日

大阪・京都→秋葉原・成田空港・
銚子

運休 10月11日

神戸・なんば・京都→橋本・昭島・
立川

運休 10月12日

堺・大阪・京都→柏崎・長岡・三条 運休 10月12日

大阪⇔仙台 運休 10月12日

大阪⇔山形 運休 2019/10/11・１２

大阪→仙台 運休 2019/10/11・１２

大阪→福島 運休 10月11日

大阪⇔日立・いわき 運休 2019/10/11・1２

大阪⇔横浜・東京 運休 2019/10/11・１２

大阪⇔八王子・新宿 運休 2019/10/11・１２

大阪→甲府 運休 10月11日

大阪空港⇔ＵＳＪ 運休 10月12日

関西空港⇔近鉄上本町・心斎橋 運休 10月12日

関西空港⇔あべの橋 運休 10月12日
関西空港⇔ＪＲ茨木東口・阪急茨

木
運休 10月12日

関西空港⇔東大阪 運休 10月12日

関西空港⇔天保山・ＵＳＪ 運休 10月12日

大阪空港⇔ＵＳＪ 運休 10月12日

大阪空港⇔ＵＳＪ 運休 10月12日

大阪⇔宇都宮 運休 10月12日

大阪⇔つくば・水戸 運休 10月12日

大阪⇔富士山駅 運休 10月12日

大阪⇔御殿場 運休 10月12日

大阪⇔軽井沢 運休 10月12日

大阪⇔高山 運休 10月12日

大阪⇔小浜 運休 10月12日

関空⇔大阪駅 運休 10月12日

関空⇔近鉄上本町 運休 10月12日

関空⇔なんば 運休 10月12日
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関西空港交通

関空⇔南港・天保山・ＵＳＪ 運休 10月12日

関空⇔神戸三ノ宮 運休 10月12日

関空⇔尼崎 運休 10月12日

関空⇔西宮 運休 10月12日

関空⇔加古川・姫路 運休 10月12日

関空⇔京都 運休 10月12日

関空⇔奈良 運休 10月12日

関空⇔和歌山 運休 10月12日

関空⇔岡山 運休 10月12日

関空⇔淡路 運休 10月12日

関空⇔高松 運休 10月12日

西日本JRバス

出雲⇔東京 運休
11日出雲発、12日東京
発

　萩 ⇔東京 運休 12日

出雲⇔東京 運休
12日出雲発、13日東京
発

倉敷⇔東京ＤＬ 運休
11日倉敷発、12日東京Ｄ
Ｌ発

和歌山バス 出雲⇔名古屋 運休 11日、12日

南海バス

京都➝出雲 運休
12日（京都10時発、16時
30分発分）

出雲⇔大阪 運休 12日

　三原・福山 ⇔新宿 運休
12日三原発、13日新宿
発

大阪⇔鶴岡 運休 10月12日

泉北⇔関空 運休 10月12日

徳島⇔関空 運休 10月12日

高松⇔関空 運休 10月12日

泉北⇔関空 運休 10月12日

姫路⇔関空 運休 10月12日

岡山⇔関空 運休 10月12日

徳島⇔大阪 運休 10月12日

泉北⇔関空 運休 10月12日

神姫バス

姫路・神戸→渋谷・新宿 運休 10月12日

神戸→松江 運休 10月12日

三ノ宮→松江 運休 10月12日

神戸→徳島 運休 10月12日

三ノ宮→徳島 運休 10月12日

神戸→高松 運休 10月12日

三ノ宮→高松 運休 10月12日

神戸→高知 運休 10月12日

三ノ宮→高知 運休 10月12日

神戸→松山 運休 10月12日

三ノ宮→松山 運休 10月12日

三ノ宮→五色 運休 10月12日

三ノ宮→高田屋嘉兵公園 運休 10月12日

三ノ宮→五色 運休 10月12日

三ノ宮→高田屋嘉兵公園 運休 10月12日

三ノ宮→洲本 運休 10月12日

三ノ宮→津名港 運休 10月12日

三ノ宮→福良 運休 10月12日
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神戸→ＵＳＪ 運休 10月12日

姫路→関空 運休 10月12日

全但バス 城崎温泉→ＴＤＳ 運休 10月12日

淡路交通

淡路⇔徳島 運休 10月12日

大阪⇔洲本 運休 10月12日

三ノ宮⇔洲本 運休 10月12日

三ノ宮⇔西浦 運休 10月12日

三ノ宮⇔福良 運休 10月12日

舞子⇔福良 運休 10月12日

阪神バス

大阪⇔伊丹 運休 10月12日

神戸⇔伊丹 運休 10月12日

西宮⇔伊丹 運休 10月12日

大阪⇔関空 運休 10月12日

尼崎⇔関空 運休 10月12日

神戸⇔関空 運休 10月12日

西宮⇔関空 運休 10月12日

南港・ＵＳＪ⇔関空 運休 10月12日

大阪⇔徳島 運休 10月12日

神戸⇔徳島 運休 10月12日

阪急バス

大阪⇔徳島 運休 10月12日

大阪⇔新宿 運休 10月12日

大阪⇔徳島 運休 10月12日

神戸・大阪⇔横浜・東京・ＴＤＲ 運休 10月12日

大阪・京都⇔長野 運休 10月12日

大阪・京都⇔松本 運休 10月12日

大阪⇔諏訪 運休 10月12日

大阪⇔新潟 運休 10月12日

大阪・京都⇔富山 運休 10月12日

大阪⇔金沢 運休 10月12日

大阪⇔福井 運休 10月12日

大阪⇔松江・出雲 運休 10月12日

有馬温泉⇔京都 運休 10月12日

奈良交通

奈良⇔関空 運休 10月12日

奈良⇔大阪空港 運休 10月12日

奈良⇔新宿 運休 10月12日

奈良⇔横浜 運休 10月12日

奈良⇔名古屋 運休 10月12日

明光バス 白浜⇔東京 運休 10月12日

山陽バス

学園都市⇔洲本 運休 10月12日

神戸⇔徳島 運休 10月12日

神戸・大阪・京都⇔東京 運休 10月12日

白浜⇔東京 運休 10月12日

本四海峡バス
関空⇔徳島 運休 10月12日

京都⇔徳島 運休 10月12日

一畑バス(株) 　広島・福山 ⇔大崎 運休 12日

防長交通(株) 　三原・尾道・福山 ⇔新宿 運休 12日、13日
　広島・福山・岡山 ⇔横浜・町

田
運休 12日

　岡山➝横浜・東京 運休 11日
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中国ＪＲバス(株) 　岡山⇔横浜・東京 運休 12日

　倉敷・岡山➝新宿 運休 11日

　倉敷・岡山⇔新宿 運休 12日

(株)中国バス

　倉敷・岡山⇔東京 運休 12日，13日

　池袋・新宿➝難波・大阪 運休 12日

　難波・大阪⇔池袋・新宿 運休 13日

　児島・岡山・津山➝新宿 運休 12日

両備ＨＤ(株)

　倉吉・鳥取 ⇔品川 運休
12日倉吉発、13日品川
発

　米子 ⇔品川 運休
12日米子発、13日品川
発

　倉吉・鳥取 ⇔品川 運休
11日倉吉発、12日品川
発

今治・新居浜～東京 運休 １０／１２　上下

観音寺・高松⇔東京 運休 12日上下便

下津井電鉄(株) 松山⇔東京 運休 12日上下便

日ノ丸自動車(株)

阿南・徳島⇔東京 運休 12日上下便

高知⇔東京 運休
12日上下便、13日東京
発便

日本交通(株) 松山・高松・徳島⇔名古屋 運休 12日上下便

瀬戸内運輸㈱ 徳島⇔神戸・大阪・伊丹空港 運休 12日上下便

ジェイアール四国バス
㈱

徳島⇔京都 運休 12日上下便

徳島⇔東京 運休 12日上下便

八幡浜・松山⇔東京・横浜 運休
11日八幡浜発、12日東
京発

八幡浜・松山⇔名古屋 運休 12日名古屋発

高知⇔東京 運休 12日上下便

軽井沢⇔京都・大阪線 運休 12、13日

高松⇔関西空港 運休

高松駅発
4:25,5:05,6:25,9:05,12:35,
14:35　関空発
8:35,11:42,15:12,19:07

松山・高松・徳島⇔名古屋 運休 12日上下便

海部観光㈱

徳島⇔神戸・大阪・伊丹空港 運休 12日上下便

徳島⇔京都 運休 12日上下便

徳島⇔東京 運休 12日上下便

伊予鉄バス㈱

八幡浜・松山⇔東京・横浜 運休
11日八幡浜発、12日東
京発

八幡浜・松山⇔名古屋 運休 12日名古屋発

松山⇔神戸 運休 12日上下便

とさでん交通㈱ 高知⇔東京 運休 12日上下便

四国交通㈱
阿波池田⇔大阪 運休 12日上下便

阿波池田⇔神戸 運休 12日上下便

徳島バス

徳島⇔東京 運休 12日上下便

徳島⇔関西空港 運休
12日上全便、下便
8:40,9:52,12:12,14:07,15:5
7,19:07

徳島⇔京都 運休
12日上便
8:15,13:15,16:30,19:15 下
便9:00,12:40,18:10,20:10

徳島⇔神戸 運休 12日上下便

徳島⇔大阪 運休 12日上下便

室戸・阿南・徳島⇔大阪 運休 12日上下便
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■路線バス関係 事業者　 路線運休 事業者 一部運休

1

1

1

1

1

1

1

1

1

112 447 2 9

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

十勝バス㈱
帯広空港連絡バス（帯広市内連絡

バス）
運休

12日　JAL573便(東京→帯広

9:20着)対応便以外運休

北海道拓殖バス㈱・十勝

バス㈱

帯広空港連絡バス（帯広市内ホテ

ル周り）
運休

12日　JAL573便(東京→帯広

9:20着)対応便以外運休

弘南バス株式会社

白神ライン直通バス（暗門白神号） 一部運休 10月12日（土）～14(月)折り返し運行

スカイラインシャトルバス 運休 10月12日（土）運休予定

弘前バスターミナル－津軽峠線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

津軽峠－田代線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

アクアビレッジＡＭＯＮ－津軽峠線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

十和田観光電鉄株式会社

琴平バス㈱
高松・徳島⇔東京 運休 12日上下便

高松・徳島⇔名古屋 運休 12日上下便

四国高速バス㈱ 高松⇔関西空港 運休
12日上全便、下便
8:35,11:42,15:12,19:07

七戸十和田奥入瀬シャトルバス 運休 10/12、13 全便

岩手県交通株式会社

須川温泉線 運休 10/13AM 全便

平泉循環バス 運休 10/13 全便

厳美渓平泉線 運休 10/13 全便

平泉げいび渓線 運休 10/13 全便

平田ＮＴ線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

釜石市内線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

ほたるヶ丘団地線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

浪板線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

赤浜線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

中井線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

細浦経由高田線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

陸前高田住田線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

崎浜線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

丸森立根線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

碁石線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

綾里外口線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

生出線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

大船渡一関線 運休 10/13 全便（運行する可能性有り）

岩手県北自動車株式会社

浄土ヶ浜線 一部運休 10/12 全便

宮古・山田・小本地区 運休 10/13 始発から13:00まで

岩手町の一部路線（大渡・一方井方面） 運休 10/13 全便

一戸・伊保内地区 運休 10/13 始発から10:00まで

久慈海岸線、大野線 運休 10/13 全便

株式会社ミヤコーバス

蔵王エコーライン線 運休 10/12 全便

中山平紅葉号 運休 10/12 13:10発以降全便

栗駒山紅葉号 運休 10/12、13 全便

JRバス東北株式会社
十和田八甲田（定期観光） 運休 10月12日（土）運休予定

松島お散歩号（定期観光） 運休 仙台駅10/12 13:30発

福島交通株式会社

錦秋の裏磐梯とふくしまの酒蔵　磐梯吾妻スカイライン（定期観光）運休 10月12日（土）、13(日)運休予定

臨時バス「二本松菊人形線」 運休 10月12日（土）運休予定
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1

1

1 刈谷中部空港線

貨物地区循環線

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

臨時バス「奥岳シャトル」 運休 10月12日（土）運休予定

会津乗合自動車株式会社 尾瀬口船着場線 運休
10月12日13日船着場～尾瀬御池
間
終日区間運休

山梨交通㈱
（山岳路線）甲府・芦安駐車場⇔広河原 運休 10/12～（通行止めの為）

（山岳路線）奈良田⇔広河原 運休 10/12～（通行止めの為）

日立自動車交通㈱ 千代田区　風ぐるま（地域福祉バス） 運休 10月12日

知多乗合（株）

運休 12日出発便

運休 12日出発便

知多半田駅⇔中部国際空港間 一部運休
12日出発便（知多半田駅⇔常滑駅で
折り返し）

半田市コミュニティバス 運休 12日　10：30以降出発便

知多市コミュニティバス 運休 12日出発便

東浦町市コミュニティバス 運休 12日出発便

東海市コミュニティバス 運休 12日出発便

大府市コミュニティバス 運休 12日出発便

全線 運休 12日　11:00以降出発便

ジェイアール東海バス（株） レゴランド・金城ふ頭駅 ⇒ 中部国際空港 運休 12日出発便

名阪近鉄バス(株) 全線 運休 12日10：00以降出発便

あおい交通(株) 全線 運休 12日11：00以降出発便

しずてつジャストライン㈱ 全線 運休 12日出発便

遠州鉄道㈱ 全線 運休 12日出発便

（株）伊豆東海バス 全線 運休 12日出発便

（株）南伊豆東海バス 全線 運休 12日出発便

（株）新東海バス 全線 運休 12日出発便

（株）西伊豆東海バス 全線 運休 12日出発便

（株）東海バスオレンジシャトル 全線 運休 12日出発便

東海自動車（株） 全線 運休 12日出発便

伊豆箱根バス（株）

全線 運休 12日出発便

 伊豆長岡駅⇔伊豆三津シーパラダイス  運休  12日出発便

 三島市内循環バス「せせらぎ号」「なかざと号」  運休  12日出発便

 韮山反射炉循環バス「歴バスのる～ら」  運休  12日出発便

 長泉清水循環バス  運休  12日出発便

富士急行（株） 御殿場市・小山町内全線 運休 12日出発便

富士急シティバス㈱ 全線 運休 12日出発便

富士急静岡バス（株）

全線 運休 12日出発便

新富士駅・富士駅・富士宮駅⇔富士宮口五合目線（富士登山バス）　 運休 12日13日出発便

 富士駅⇔こどもの国⇔サファリパーク～ぐりんぱ線  運休  12日出発便

 鷹岡車庫⇔富士宮駅⇔（快速）⇔ぐりんぱ線  運休  12日出発便

大鉄アドバンス（株）

寸又峡線（川根本町千頭⇔大間） 運休 12日出発便

閑蔵線（川根本町千頭⇔静岡市井川） 運休 12日出発便

夢づくり会館線（横田新地⇔ＪＲ金谷駅） 運休 12日出発便

大代線（栗田公民館⇔ＪＲ金谷駅） 運休 12日出発便

菊川神谷城線（ＪＲ金谷駅⇔ＪＲ金谷駅） 運休 12日出発便

金谷循環線（ＪＲ金谷駅⇔ＪＲ金谷駅） 運休 12日出発便

岐阜乗合自動車（株） 全線 運休 12日12：00以降出発便

濃飛乗合自動車（株）
高山⇔白川郷 運休 13日出発便

乗鞍線 運休 12日出発便

北恵那交通㈱ 全線 運休 12日12:00以降出発便

東濃鉄道(株) 全線 運休 12日12：00以降出発便
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1

1

1

1

1

1 空港営業所管内　ポートターミナル線

空港営業所管内　展望ホール線

1

1

1

1

1

1

1

三重交通（株）

志摩MaaSオンデマンドバス 運休 12日出発便

桑名⇔中部国際空港 運休 12日出発便

名古屋⇔長島温泉 運休 12日出発便

栄⇔長島温泉 運休 12日出発便

桑名⇔なばなの里 運休 12日出発便

桑名⇔名古屋 運休 12日出発便

栄⇔桑名 運休 12日出発便

名古屋⇔イオンモール名古屋茶屋 運休 12日出発便

四日市⇔名古屋 運休 12日出発便

四日市⇔中部国際空港 運休 12日出発便

名古屋⇔津上野 運休 12日出発便

津伊勢空港線 運休 12日出発便

ＣＡＮばす 運休 12日出発便

パールシャトル 運休 12日出発便

名古屋南紀高速線 運休 12日出発便

松坂営業所管内 運休 12日8：30以降出発便

伊勢営業所管内 運休 12日8：30以降出発便

志摩営業所管内 運休 12日8：30以降出発便

福井鉄道（株） 大島線、本郷線 運休 12日　15:00以降出発便

京福バス（株） 全線 運休 12日　14:00以降出発便

大和交通（株）
おおい町名田庄地区 運休 12日 14:20以降出発便

小浜市深野⇔小浜市後瀬 運休 12日出発便

名鉄バス（株）
 名鉄バス⇔フェリー埠頭  運休  13日 名鉄BC17:20発

全線 運休 12日　11:00以降出発便

名古屋市交通局 ゆとりーとライン 運休 12日10：30以降出発便

豊鉄バス(株) 全線 運休 12日9：00以降出発便

南海バス（株）

運休 10月11日～12日

運休 10月12日

Jグリーン境線 運休 10月12日

泉が丘ハーベストの丘線 運休 10月12日

京阪バス（株）

スカイバス強とぐるっと一週ドライブ（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

貴船・実相院と世界遺産　下鴨神社（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

明智光秀と織田信長ゆかりの地をたずねて（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

改元の年に訪れたい京のお寺（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

平等院と宇治散策・醍醐寺・萬福寺（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

大原三千院と比叡山延暦寺（定期観光） 運休 10月12日（土）運休 予定

京都半日～二条城・龍安寺（定期観光） 運休 10月12日（土）運休

京阪京都交通（株）

京都美山線 運休 10月12日（土）運休

園部・美山周遊バス 運休 10月12日（土）運休

フラワーライン線 運休 10月12日（土）運休

京都京阪バス（株）
立命館大学びわこくさつ直通バス 運休 10月12日（土）運休

近鉄大久保⇔太陽が丘 運休 10月12日（土）運休

江若交通（株）
びわ湖バレイ線 運休 10月12日（土）運休

比良登山線 運休 10月12日（土）運休

明光バス（株） 熊野線 運休 10月12日（土）一部運休

龍神自動車（株） 全便 運休 10月12日（土）運休

北杜市民バス 運休 10/12（予防計画運休）

韮崎市民バス 運休 10/12（予防計画運休）

身延町営バス 運休 10/12（予防計画運休）
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大島旅客自動車株式会社 大島営業所管内全線 運休 10/12　計画運休

関東自動車 一般路線バス全線 運休 12日17時以降に発車予定の全便（終日）

東京都交通局 全路線 運休 10/12（土）14時から終車まで

立川バス株式会社

立川駅⇔応現院線 運休 １２日、１３日終日

玉川上水駅⇔応現院線 運休

日立自動車交通株式会社
晴海ライナー 運休 10月12日　12時以降運休

葛飾区　さくら 運休 10月12日　11時以降運休

千葉交通（株）    空港シャトルバス・香取市内循環バス・横芝光町循環バス 運休 10月12日

山梨交通㈱

中央市コミュニティバス 運休 10/12（予防計画運休）

富士川町ホリデーバス 運休 10月12日

清里ピクニックバス 運休 10/12　13：00以降

身延山乗合タクシー（西谷・東谷） 運休 10月12日

身延駅～身延山線 運休 10/12　10：45以降

甲府駅北口～山梨県立科学館 運休 10月12日

塩山周遊バス（葡萄回廊） 運休 10月12日

塩山駅～落合 一部運休 大菩薩峠登山口～落合間　区間運休

塩山駅～西沢渓谷 一部運休 窪平～西沢渓谷間　区間運休

（快速）甲府駅～イオンモール甲府昭和 運休 10/12　16：45以降

１２日、１３日終日

立川駅⇔西武ドーム 運休 １２日　終日

立川駅⇔三井アウトレット 運休 １２日　終日

上水営業所管内全線 運休 12日 13時以降終日

福生営業所管内全線 運休 12日 13時以降終日

神奈川中央交通（株）

のろっと北部ルート（中央林間駅⇔市役所⇔中央林間駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のろっと南部ルート（大和駅⇔桜ヶ丘駅⇔髙座渋谷駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ中央林間西側地域（Ａ１中央林間駅⇔Ａ６南林間駅⇔Ａ１中央林間駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ桜ヶ丘地域（Ｄ１桜ヶ丘駅～Ｄ６髙座渋谷駅～Ｄ１桜ヶ丘駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ深見地域（Ｃ１大和駅～Ｃ２２大和市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ相模大塚地域（Ｂ１相模大塚駅～Ｂ１２東名大和バス停（東京方面）～Ｂ１９南林間駅東口） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

相鉄バス（株）

のりあい（文化北～上草柳ロータリー～市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のりあい（市役所～上草柳ロータリー～市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のりあい（市役所～上草柳ロータリー～二条通り） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

館山日東バス株式会社 営業管内全線 運休 12日（土）終日計画運休

永井運輸株式会社

玉村町乗合タクシーたまりん全路線 運休 10/12(土)始発より全路線終日計画運休

新町玉村線・下川団地線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

東大室線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

荻窪公園線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

嶺公園線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

マイバス西循環線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

マイバス東循環線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

日光交通（株） 赤沼営業所管内全線 運休 10/12～10/13

日光交通（株） （湯西川線）鬼怒川温泉駅～川治温泉～湯西川温泉 運休 12時以降　下り3本　上り5本

日光交通（株） （湯西川線）湯西川温泉駅⇔湯西川温泉 運休 13時以降　下り2本　上り3本

日光交通（株） （鬼怒川線）鬼怒川温泉駅⇔下今市駅 運休 13時05以降　下り5本　上り5本

日光交通（株） （日光線(委託)）ＪＲ日光駅⇔下今市駅 運休 12時以降　下り4本　上り4本

日光交通（株） 足尾JR日光駅線 運休 10/12　11時以降順次運休

日光交通（株） 足尾JR日光駅線 運休 10/13　安全を確認後運転再開

(株)ライフバス ①鶴瀬駅西口発⇔北永井循環線 運休 10/12　14:30以降の14本

(株)ライフバス ②ふじみ野駅東口発⇔富士見ニュータウン 運休 10/12　14:00以降の16本

(株)ライフバス ③鶴瀬駅東口発⇔富士見ニュータウン 運休 10/12　13:50以降の15本
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(株)ライフバス ④鶴瀬駅西口発⇔西原住宅循環線 運休 10/12　14:00以降の11本

(株)ライフバス ⑤鶴瀬駅西口発⇔みずほ台駅 運休 10/12　14:15以降の13本

(株)ライフバス ⑥鶴瀬駅西口発⇔ふじみ野駅 運休 10/12　14:30以降の11本

(株)ライフバス ⑦鶴瀬駅西口発⇔ふじみ野駅 運休 10/12　14:05以降の14本

国際興業株式会社 全線 運休 10/12 12:00以降順次

株式会社群馬バス 箕郷・榛名営業所管内全線 運休 10月12日　15時以降の運行取りやめ

東武バスセントラル（株） 全一般路線 運休
12日15:00分発より随時計画
運休

東武バスセントラル㈱ 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ⇔上野・浅草循環線 運休 12日　東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ～上野駅・上野公園

東武バスセントラル㈱ 草加駅西口⇔川口駅東口線 運休
12日　12：00発～順次運休し、
13：00完全終日運休

東武バスセントラル㈱ 草加駅西口⇔安行出羽線 運休
12日　12：00発～順次運休し、
13：00完全終日運休

東武バスイースト㈱ 全路線 運休 10/12　　15時以降全便運休

東武バスウエスト㈱ 一般バス全路線 運休 10/12　　15時以降全便運休

国際十王交通株式会社 熊谷営業所管内全路線 運休 10月12日（土）15時より計画運休

国際十王交通株式会社 伊勢崎営業所管内全路線 運休 10月12日（土）15時より計画運休

東武バス日光株式会社 JR日光駅～中禅寺温泉～光徳温泉～湯元温泉 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～神橋～中禅寺温泉 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～霧降の滝～霧降高原 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～大猷院・二荒山神社前～JR日光駅 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～やしおの湯～奥細尾 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～神橋～清滝 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～神橋～西参道 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

東武バス日光株式会社 中禅寺温泉⇔半月山 運休 10月12日（土）終日上下線

東武バス日光株式会社 鬼怒川温泉駅～東武日光～大猷院・二荒山神社前 運休 10月12日（土）終日上下線

東武バス日光株式会社 JR日光駅～霧降高原～大笹牧場 運休 10月12日（土）霧降高原～大笹牧場間終日上下線

西東京バス 全営業所　全路線 運休 10/11（土）20時以降

伊豆箱根バス㈱ 箱根線、真鶴・湯河原方面線、道了尊線 運休 12日　始発より終日運休

伊豆箱根バス㈱ 小田原市内線（小田原駅⇔諏訪の原・船原） 運休 12日　小田原駅12時40分発舟原行きをもって運休

伊豆箱根バス㈱ 小田原市内線（小田原駅西口⇒兎河原循環） 運休 12日　小田原駅西口12時50分発をもって運休

伊豆箱根バス㈱ 小田原市内線（小田原駅西口⇔佐伯眼科線） 運休 12日　小田原駅西口12時40分発をもって運休

関越交通株式会社 沼田営業所全路線 運休 上下便１５時以降順次

関越交通株式会社 鎌田営業所全路線 運休 上下便１５時以降順次

関越交通株式会社 吾妻営業所全路線 運休 上下便１５時以降順次

関越交通株式会社 渋川営業所全路線 運休 上下便１５時以降順次

関越交通株式会社 前橋営業所全路線 運休 上下便１５時以降順次

関東バス株式会社 一般路線全線(コミバス含む） 運休 10/12　12時～

関東バス株式会社 空港連絡バス吉祥寺駅⇔羽田空港　全便 運休 10月12日

関東バス株式会社 空港連絡バス　吉祥寺駅→成田空港 運休 10/12　14時30分吉祥寺発

関東バス株式会社 空港連絡バス　成田空港→吉祥寺駅 運休 10/12　18時25分成田空港発

関東バス株式会社 吉祥寺駅⇔お台場　全便 運休 10/12、10/13

朝日自動車（株） 一般バス路線 運休 10/12　15:00～

朝日自動車㈱　加須営業所 加須市循環バス・シャトルバス・デマンドの全路線 運休 10/12　12:00～

朝日自動車㈱　加須営業所 鴻巣市コミュニティバスの全路線 運休 10/12　12:00～

朝日自動車㈱　菖蒲営業所 久喜駅⇔モラージュ菖蒲 運休 10/12　全便

朝日自動車㈱　菖蒲営業所 桶川駅⇔モラージュ菖蒲 運休 10/12　全便

朝日自動車㈱　加須営業所 行田市コミュニティバスの全路線 運休 10/12　全便
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茨城急行自動車㈱ 松伏営業所管内一般乗合路線全線 運休
10/12(土)15:00に起終点を出
発するバスを最後に終日全線
で運転取り止め

茨城急行自動車㈱ 野田営業所管内一般乗合路線全線 運休
10/12(土)15:00に起終点を出
発するバスを最後に終日全線
で運転取り止め

茨城急行自動車㈱ 古河営業所管内一般乗合路線全線 運休
10/12(土)15:00に起終点を出
発するバスを最後に終日全線
で運転取り止め

茨城急行自動車㈱ 野田市コミュニティバス（野田市まめバス） 運休
10/12(土)15:00に起終点を出
発するバスを最後に終日全線
で運転取り止め

茨城急行自動車㈱ 古河市コミュニティバス（古河市ぐるりん号） 運休
10/12(土)15:00に起終点を出
発するバスを最後に終日全線
で運転取り止め

箱根登山バス㈱ 箱根町線 運休
12日　7時10分雨量通行止、
13日　安全を確認でき次第順
次運行予定

箱根登山バス㈱ 桃源台線 運休
12日　7時10分雨量通行止、
13日　安全を確認でき次第順
次運行予定

箱根登山バス㈱ 旧街道線 運休
12日　始発より道路冠水、13
日　安全を確認でき次第順次
運行予定

箱根登山バス㈱ 箱根山内・御殿場方面 運休
12日　7時10分雨量通行止、
13日　安全を確認でき次第順
次運行予定

箱根登山バス㈱ 大観山線・温泉場線 運休
10/12　始発～終日、13日　安
全を確認でき次第順次運行予
定

箱根登山バス㈱ 湯河原町内線 運休
12日　10時～終日、13日　安
全を確認でき次第順次運行予
定

箱根登山バス㈱ 海岸線（小田原駅⇔湯河原駅） 運休
12日　高波による通行止によ
る、13日　安全を確認でき次
第順次運行予定

箱根登山バス㈱ 小田原市内線 運休
12日　10時～終日、13日　安
全を確認でき次第順次運行予
定

箱根登山バス㈱ 南足柄市内・開成町内線 運休
12日　10時～終日、13日　安
全を確認でき次第順次運行予
定

イーグルバス株式会社 全線 運休 10/12 13:00以降全便運休

川越観光自動車㈱ 一般バス路線 運休 10/12　15:00頃発の便以降運休

川越観光自動車㈱

森林公園駅⇔森林公園駅南
口、桶川市内循環バス、鶴ヶ
島駅西口⇔西武文理線、鳩山
町内循環バス

運休 10/12　全便

関東鉄道株式会社
筑波山シャトルバス（つくばセン
ター⇔つつじが丘）

運休 10/12　始発から全便運休

関東鉄道株式会社
荒川沖駅⇔あみプレミアムアウト
レット

運休 10/12　始発から全便運休

関東鉄道株式会社
牛久駅⇔牛久大仏・牛久浄苑・あ
みプレミアムアウトレット

運休 10/12　始発から全便運休

関東鉄道株式会社 上記以外全路線 運休 10/12　14時から順次運休

日立自動車交通株式会社 足立区　はるかぜ 運休 10月12日　13時以降運休

日立自動車交通株式会社 葛飾区　レインボーかつしか 運休 10月12日　13時以降運休

日立自動車交通株式会社 文京区　B-ぐる 運休 10月12日～13日午前運休

日立自動車交通株式会社 台東区　めぐりん 運休 10月12日　14時以降運休

日立自動車交通株式会社 中央区　江戸バス 運休 10月12日　13時以降運休

（株）協同バス 上尾市市内循環バス 運休 10/12終日

（株）協同バス 桶川市市内循環バス 運休 10/12終日

（株）協同バス 久喜市市内循環バス 運休 10/12 12:00以降
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（株）協同バス 行田市市内循環バス 運休 10/12終日

（株）協同バス 伊奈町町内循環バス 運休 10/12終日

（株）協同バス 熊谷市市内循環バス 運休 10/12終日

（株）協同バス 深谷市コミュニティバス 運休 10/12 12:00以降

（株）協同バス 上里町コミュニティバス 運休 10/12終日

相鉄バス㈱ 全路線 運休 10/12　正午以降運休

相鉄バス㈱ 海老名市コミバス 運休 10/12　正午以降運休

相鉄バス㈱ 綾瀬市コミバス 運休 10/12　終日

松戸新京成バス（株） 一般路線バス全路線 運休 10/12　13時頃より順次運行取りやめ

松戸新京成バス（株） 松戸市コミュティバス（中和倉線） 運休 10/12　13時頃より順次運行取りやめ

茨城交通㈱ 全路線 運休 12日　13：30以降始発の便

西武バス株式会社 一般路線全線　　※下記を除く 運休 10/12　13時頃より順次、終車まで

西武バス株式会社 コミュニティバス全線 運休 10/12　13時頃より順次、終車まで

西武バス株式会社 メットライフドーム線 運休 10/12　終日運休

西武バス株式会社 立川アウトレット線 運休 10/12　終日運休※13日も終日運休

西武バス株式会社 メッツァ線 運休 10/12　終日運休

㈱江ノ電バス 全路線 運休

10/12　13:00以降順次運休
し、14時にて終日運休予定
・江ノ島海岸⇔江ノ島間　高波
のため11時以降終日運休。
（大船駅⇔江ノ島線、藤沢駅
⇔江ノ島線は、江ノ島海岸に
て折返し運行）

関鉄グリーンバス㈱
かしてつバス
（小川・茨城空港・新鉾田方面）

運休

9/12
石岡駅発 14：05、1505
16：10、16：30、17：20
17：45、18：20、19：35
19：50、20：15、20：55
21：55

関鉄グリーンバス㈱
かしてつバス
（石岡方面）

運休

9/12
小川駅発 14：30
新鉾田駅発 14：30、16：05
茨城空港発 14：45、15：45
16：25、17：25、18：30
20：30、21：05
鉾田駅発 18:15、19：35

関鉄グリーンバス㈱
鉾田駅→海老沢→茨城町役場→
水戸駅北口

運休
9/12
鉾田駅発 13：30、16：55

関鉄グリーンバス㈱
水戸駅北口→茨城町役場→海老
沢→鉾田駅

運休
9/12
水戸駅発 16：40、17：10、
19：15

関鉄グリーンバス㈱
水戸駅北口→桜木三差路→大和
田→鉾田駅

運休
9/12
水戸駅発 18：35

関鉄グリーンバス㈱ 水戸駅北口→奥ノ谷→茨城空港 運休
9/12
水戸駅発 15：10、16：10

関鉄グリーンバス㈱ 茨城空港→奥ノ谷→水戸駅北口 運休
12日
茨城空港発 14：55、
15：45、17：45

関鉄グリーンバス㈱ 石岡車庫→小川駅→鉾田駅 運休
9/12
石岡駅発 17：27

関鉄グリーンバス㈱ ヒルズ美野里→石岡駅→土浦 運休
9/12
石岡車庫発 15：45
19：30

関鉄グリーンバス㈱ 土浦駅→石岡駅→ヒルズ美野里 運休
9/12
土浦駅発 16：00、18：00
18：40
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上信ハイヤー㈱ めぐるん藤岡～上平線 運休 大雨による交通規制

富士急バス株式会社（本社営業所） 甲府線（富士山駅⇔甲府駅） 運休
（10/12）富士山駅10：00発以
降・甲府駅10：40発以降運休

関鉄グリーンバス㈱
霞ケ浦広域バス
（玉造駅⇔土浦駅）

運休 9/12全便運休

関鉄グリーンバス㈱
千代田神立ライン
（神立駅西口⇔土浦協同病院）

運休 9/12全便運休

関鉄グリーンバス㈱
鹿行北浦ライン
（白帆の湯⇔道の駅いたこ）

運休 9/12全便運休

関鉄グリーンバス㈱
上曽→柿岡車庫→石岡駅→ヒル
ズガーデン美野里

運休
9/12
柿岡車庫発 14：15、16：22
16：55、17：52

関鉄グリーンバス㈱
ヒルズガーデン美野里→石岡駅
→柿岡車庫→上曽

運休
9/12
石岡駅発 14：05、15：05
16：10、17：15、18：20

関鉄グリーンバス㈱
柿岡車庫→フラワーパーク→石
岡駅

運休
9/12
細内発 17:28

関鉄グリーンバス㈱
石岡駅→フラワーパーク→柿岡
車庫

運休
9/12
石岡発 16:50

関鉄グリーンバス㈱ 板敷山前→恋瀬小学校→羽鳥駅 運休
9/12
板敷山前発 13:50
16：20、17：55

関鉄グリーンバス㈱ 羽鳥駅→恋瀬小学校→板敷山前 運休
9/12
羽鳥駅発 14：35、17：00、
18：30

関鉄パープルバス㈱
下妻・土浦線
（下妻駅⇔土浦駅）

運休
9/12
下妻駅発　15：50、17：00
土浦駅発　17：20、18：30

関鉄パープルバス㈱
下妻・つくばセンター線
（下妻駅⇔つくばセンター）

運休
9/12
下妻駅発　14：00、16：30
つくばセンター発

関鉄パープルバス㈱
石下・土浦線
（石下駅⇔土浦駅）

運休
9/12
石下駅発　16：15
土浦駅発　17：45

関鉄パープルバス㈱
筑西市地域内運行バス
（下館駅⇔筑西遊湯館）

運休 9/12全便運休

関鉄パープルバス㈱
筑西市道の駅循環バス
（下館駅⇔下館駅）

運休 9/12全便運休

関鉄パープルバス㈱
筑西市広域連携バス
（下館駅⇔筑波山口）

運休
9/12
下館駅発　14：05
16：35、18：40、20：50

関鉄パープルバス㈱
下妻市「シモンちゃんバス」
（ビアスパークしもつま⇔小貝川
ふれあい公園）

運休 9/12全便運休

関鉄パープルバス㈱
桜川市ヤマザクラＧＯ
（岩瀬庁舎⇔筑波山口）

運休
岩瀬庁舎発
15：00、16：00、16：25
17：55、19：35

大和観光自動車㈱ 大宮営業所管内全線 運休 10/12(土)13:00以降

㈱ジャパンタローズ 本社営業所管内全線 運休 10/12日15：00以降の運行

㈱ジャパンタローズ 本社営業所管内全線 運休 10/13日安全確認までの運行

ジェイアールバス関東㈱ 水戸駅⇔赤塚駅 運休 始便から終日運休（全便運休）

ジェイアールバス関東㈱ 城東車庫⇔水戸駅 運休 始便から終日運休（全便運休）

ジェイアールバス関東㈱ 東古河線（古河営業所管内全線） 運休 10/12　14：05以降古河駅・大綱発車の全便

ジェイアールバス関東㈱ 古河市ぐるりん号（市役所及び通勤コース） 運休 10/12　14：00以降古河駅を発車する全便

千葉シーサイドバス㈱ 全路線 運休
10月12日　14時以降順次運休し、13
日は安全確認でき次第順次運行予定

東洋バス（株） 新山営業所管内全線 運休 １０月１２日　14：00以降運休
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富士急バス株式会社（本社営業所） 芦川線（富士山駅⇔芦川農産物直売所） 運休
（10/12）富士山駅11：05発以
降・プチペンション村11：40発
以降運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 西湖民宿線（富士山駅⇔西湖民宿村） 運休
（10/12）西湖民宿村行全便・
西湖民宿村16：10発運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 本栖湖線（富士山駅⇔本栖湖） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所）

富士急バス株式会社（本社営業所） 玉諸線（甲府駅⇔玉諸小学校） 運休 （10/12）全便運休

新富士線（富士山駅⇔新富士駅） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 御殿場線（河口湖駅⇔御殿場駅） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） アウトレット線（河口湖駅⇔アウトレット） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 道志小学校線（富士山駅⇔道志小学校） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 道志小学校線（山中湖旭日丘⇔道志小学校） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 内野線（富士山駅⇔内野） 運休 （10/12）富士山駅17：00発運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号） 運休 （10/12）河口湖駅10：45発以降運休

富士急バス株式会社（本社営業所） タウンスニーカー（中央循環線） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） タウンスニーカー（熊穴新倉循環線） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） タウンスニーカー（上暮地明見循環線） 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 河口湖周遊バス 運休 （10/12）河口湖駅10：00発以降運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 西湖周遊バス 運休 （10/12）河口湖駅10：10発以降運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス 運休 （10/12）河口湖駅10：35発以降運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 富士山五合目線 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 富士山世界遺産ループバス 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 天下茶屋線 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 定期観光バス 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所） 水陸両用KABAバス 運休 （10/12）全便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 新田線（大月駅⇔新田） 運休 （10/12）11：00以降出発の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 上真木・ハマイバ線（大月～上真木・ハマイバ） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 日影線（大月・市立病院⇔日影） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 循環線（大月駅⇔大月駅・大月東中） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 西奥山線（大月駅～浅利～西奥山） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 田無瀬線（大月駅⇔田無瀬） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 竹の向・小菅の湯線（大月・病院⇔竹の向・小菅の湯） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 奈良子・浅川線（大月・猿橋⇔奈良子・浅川） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 新倉線（大月・猿橋・営業所・病院⇔新倉） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 山谷線（猿橋・鳥沢・富浜中・病院⇔山谷） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 猿橋町線（猿橋⇔大月駅・病院） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 四季・藤崎線（大月・桂台・四季⇔藤崎・猿橋） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 朝日小沢線（大月・病院・猿橋⇔朝日小沢） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 宮谷線（病院・猿橋⇔堀江製作所） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 大月線（大月駅⇔都留市駅） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） つるぎ・宝線（都留市駅⇔つるぎ・宝鉱山） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 菅野線（都留市駅⇔菅野） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 都留市内循環線（都留市駅⇔都留市駅） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 谷村町リニア線 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（大月営業所） 道志線（月夜野・長又⇔都留市駅） 運休 （10/12）10:00以降の便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 鶴峠線 運休
（10/12）上野原駅8：06発～鶴
峠行き　新井止め、10:00以降
運休
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富士急バス株式会社（上野原営業所） 松姫峠線 運休
（10/12）上野原駅8：32発～鶴
峠行き　新井止め　10:00以降
運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 無生野線 運休
（10/12）上野原駅8：32発～無
生野行き　坂下止め、10:00以
降運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 名倉循環線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 本町三丁目線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 新井線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 光電製作所前線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 飯尾線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 向風線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 帝京科学大学線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 不老下線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 犬目線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 太田上線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 坂下線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 井戸線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（上野原営業所） 上野原循環線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（甲府営業所） 芦川線（石和温泉駅⇔鶯宿） 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（甲府営業所） 芦川線（上芦川⇔鶯宿） 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（甲府営業所） 上九線（上九一色出張所⇔甲府病院） 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（甲府営業所） 玉諸小学校線 運休 （10/12）10:00以降全便運休

富士急バス株式会社（甲府営業所） 勝沼周遊バス 運休 （10/12）全便運休

千葉内陸バス株式会社 千代田営業所千代田車庫　管内全路線 運休 12日　13時から全線運休

千葉内陸バス株式会社 千代田営業所みつわ台車庫　管内全路線 運休 12日　13時から全線運休

桐生朝日自動車㈱ 桐生市循環バス・デマンドバスの全路線 運休 １０／１２　１５時～

大利根交通自動車株式会社 本社営業所管内全線 運休 10/12 14:00以降

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔葉山町福祉文化会館線（長柄橋経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔葉山線（長柄橋経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔大楠芦名口線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔横須賀市民病院線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔長井線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔佐島マリーナ入口線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔電力中央研究所線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔葉桜線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔イトーピア中央公園線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔グリーンヒル線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔田浦駅線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔田浦駅線（グリーンヒル経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔元町循環線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔湘南国際村センター前線（葉山大道経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔湘南国際村センター前線（南郷トンネル経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔南郷中学校線（長柄交差点経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔南郷中学校線（亀井戸橋経由） 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔亀が岡団地循環線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 逗子駅⇔アザリエ循環線 運休 12日　10:00～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔横須賀駅線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎港⇔横須賀駅線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔横須賀駅線 運休 12日　9:30～運休
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京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔京急油壷マリンパーク線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔油壷線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔三崎東岡線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔三浦市立病院線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔通り矢線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔城ヶ島線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎港⇔三崎口駅線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔通り矢線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔城ヶ島線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三浦海岸駅⇔三崎東岡線（引橋経由） 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三浦海岸駅⇔三崎港線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三浦海岸駅⇔剱崎線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三浦海岸駅⇔三崎東岡線（剱崎経由） 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 高抜⇔宮川町線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔ソレイユの丘線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔ソレイユの丘線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎港⇔横須賀市民病院線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔横須賀市民病院線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 荒崎⇔三崎東岡線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔三戸海岸線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 引橋⇔宮田 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔長井線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔荒崎線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔横須賀市民病院線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎口駅⇔浜諸磯線（三崎東岡経由） 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 浜諸磯⇔三崎口駅線（白須経由） 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三浦市立病院⇔浜諸磯線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 三崎東岡⇔浜諸磯線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 油壷⇔三崎東岡線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 京急油壷マリンパーク⇔城ヶ島線 運休 12日　9:30～運休

京浜急行バス㈱ 京急油壷マリンパーク⇔三崎東岡線 運休 12日　9:30～運休

船橋新京成バス㈱ 一般路線全線 運休 12日　17時を目途に運行取りやめ

船橋新京成バス㈱ 白井市コミュティバス 運休 12日　13時頃より運行取りやめ

船橋新京成バス㈱ 鎌ケ谷市コミュニティバス 運休 12日　15時頃より運行取りやめ

京成トランジットバス㈱ 塩浜営業所管内全線 運休 １２日（土）14:00以降全便、１３日（日）安全を確認でき次第運行

京成トランジットバス㈱ 市川市コミュニティバス全線 運休 １２日（土）14:00以降全便、１３日（日）安全を確認でき次第運行

㈱グローバル交通 三郷中央駅⇔ピアラシティみさと 運休 10/12　13：00より終日

㈱グローバル交通 吉川駅⇔メディカルマイ 運休 10/12　13：00より終日

㈱グローバル交通 小松川工業団地循環 運休 10/12　13：00より終日

㈱グローバル交通 蒲生駅⇔新越谷駅 運休 10/12　13：00より終日

㈱グローバル交通 吉川美南駅⇔メディカルマイ 運休 10/12　13：00より終日

㈱グローバル交通 吉川美南駅⇔吉川駅北口 運休 10/12　13：00より終日

川崎市交通局 全線運行中 運休 10/12　15:00～計画運休

箱根登山バス（株） 小田原観光回遊バス「うめまる号」（小田原駅～小田原駅） 運休 10月12日（土）運休予定

北陸鉄道(株)
金沢ライトアップバス 運休 12日全便

白山登山バス 運休 12日～１５日
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■自動車道

■バスターミナル

■トラック関係

・宅配事業者　４事業者３１都府県において窓口業務休止、集配遅延

日本郵便

東京都 全域 ・窓口業務休止

神奈川県 全域 ・窓口業務休止

千葉県 全域 ・窓口業務休止

山梨県 全域 ・窓口業務休止

茨城県 全域 ・窓口業務休止

栃木県 全域 ・窓口業務休止

群馬県 全域 ・窓口業務休止

埼玉県 全域 ・窓口業務休止

神奈川県 横浜シティーエアーターミナル 閉館

事業者名 都道府県 地域 内容

宮城県 蔵王ハイライン 通行止め

東京都 東京高速道路(蓬莱橋～新京橋) 通行止め

神奈川県 芦ノ湖スカイライン 通行止め

神奈川県 湯河原パークウェイ 通行止め

神奈川県 箱根ターンパイク 通行止め

滋賀県 比叡山ドライブウェイ 通行止め

都道府県 路線名 被害状況

青森県 津軽岩木スカイライン 通行止め

滋賀県 奥比叡ドライブウェイ 通行止め

大阪府、奈良県 信貴生駒スカイライン 通行止め

奈良県 新若草山コース 一部通行止め

都道府県 バスターミナル名 被害状況

北鉄奥能登バス(株) 輪島特急線 運休
12日18:35、20:10金沢駅
西口発　輪島マリンタウ
ンゆき

北鉄能登バス(株)
富来急行線 運休

12日16:20、17:40金沢駅
西口発　高浜ゆき

定期観光バス「あさいち号」「な
なお号」

運休 12日全便

北鉄金沢バス(株)
定期観光バス「かなざわめぐ

り」「わじま号」
運休 12日全便

高知東部交通㈱
安芸⇔室戸岬⇔甲浦線 一部運休 「甲浦岸壁⇔入木」間

室戸⇔甲浦線 一部運休 「甲浦岸壁⇔丸山長寿園前」間

ジェイアールバス関東(株)

横川駅⇔軽井沢駅線 運休 12日

佐久平駅⇔小諸駅・高峰高原線 運休 12日

定期観光バス　善光寺・戸隠・小布施号 運休 11日、12日

アルピコ交通（株）
乗鞍山頂⇔乗鞍高原 運休 12日

乗鞍山頂⇔平湯温泉・ほおの木平 運休 12日

伊那バス（株） 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ線 運休 12日

千曲バス（株）

白駒線 運休 12日

軽井沢循環バス西コース 一部運休 12日

上田・松本線 一部運休 12日

琴平バス㈱ 空港シャトル高松空港⇔琴平⇔三豊線 運休 12日上下便
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栃木県 全域 ・窓口業務休止

群馬県 全域 ・窓口業務休止

埼玉県 全域 ・窓口業務休止

富山県 全域 ・窓口業務休止

石川県 全域 ・窓口業務休止

沖縄 全域 ・荷物の集配遅延

佐川急便

宮城県 全域 ・窓口業務休止

福島県 全域 ・窓口業務休止

山形県 全域 ・窓口業務休止

東京都 全域 ・窓口業務休止

神奈川県 全域 ・窓口業務休止

千葉県 全域 ・窓口業務休止

山梨県 全域 ・窓口業務休止

茨城県

三重県 全域 ・窓口業務休止

和歌山県 全域 ・窓口業務休止

大阪府 全域 ・窓口業務休止

京都府 全域 ・窓口業務休止

滋賀県 全域 ・窓口業務休止

奈良県 全域 ・窓口業務休止

福井県 全域 ・窓口業務休止

新潟県 全域 ・窓口業務休止

全域 ・窓口業務休止

・窓口業務休止

静岡県 全域 ・窓口業務休止

愛知県 全域 ・窓口業務休止

岐阜県 全域 ・窓口業務休止

・窓口業務休止

東京都 全域 ・窓口業務休止

神奈川県 全域 ・窓口業務休止

千葉県 全域 ・窓口業務休止

山梨県 全域 ・窓口業務休止

茨城県 全域 ・窓口業務休止

富山県 全域 ・窓口業務休止

兵庫県 全域 ・窓口業務休止

鹿児島 一部地域 ・荷物の集配遅延

沖縄 全域 ・荷物の集配遅延

ヤマト運輸

秋田県 全域 ・窓口業務休止

岩手県 全域 ・窓口業務休止

宮城県 全域 ・窓口業務休止

山形県 全域 ・窓口業務休止

福島県 全域 ・窓口業務休止

栃木県 全域 ・窓口業務休止

群馬県 全域

静岡県 全域 ・窓口業務休止

長野県 一部地域 ・窓口業務休止

高知県

石川県 全域 ・窓口業務休止

長野県 全域 ・窓口業務休止

福井県 全域

一部地域 ・窓口業務休止

徳島県 一部地域 ・窓口業務休止

鹿児島 一部地域 ・荷物の集配遅延
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・路線事業者　２事業者１７都府県において集配遅延または見合わせ

○海事関係（10月12日15:00現在）

■運航状況（135事業者160航路にて運休及び一部運休、9事業者9航路において運航再開）

一部地域 ・荷物の集配見合わせ

和歌山県 一部地域 ・荷物の集配見合わせ

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

ハートランドフェリー 江差～大間 一部運休

第一貨物

福島県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

群馬県 一部地域 ・荷物の集配遅延

千葉県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

東京都 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

神奈川県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

山梨県 一部地域 ・荷物の集配見合わせ

静岡県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

愛知県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

三重県 一部地域

三重県 全域 ・荷物の集配遅延

・荷物の集配遅延

大阪府

全域 ・荷物の集配遅延

千葉県 全域 ・荷物の集配遅延

東京都 全域 ・荷物の集配遅延

神奈川県 全域 ・荷物の集配遅延

静岡県 全域 ・荷物の集配遅延

愛知県 全域 ・荷物の集配遅延

西濃運輸

青森県 全域 ・荷物の集配遅延

岩手県 全域 ・荷物の集配遅延

秋田県 全域 ・荷物の集配遅延

宮城県 全域 ・荷物の集配遅延

山形県 全域 ・荷物の集配遅延

福島県 全域 ・荷物の集配遅延

茨城県

全域 ・窓口業務休止

岐阜県 全域 ・窓口業務休止

三重県 全域 ・窓口業務休止

事業者名 都道府県 地域 内容

福山通運

東京都 全域 ・窓口業務休止

神奈川県 全域 ・窓口業務休止

千葉県 全域 ・窓口業務休止

山梨県 全域 ・窓口業務休止

茨城県 全域 ・窓口業務休止

栃木県 全域 ・窓口業務休止

群馬県 全域 ・窓口業務休止

埼玉県 全域 ・窓口業務休止

長野県 一部地域 ・窓口業務休止

静岡県 全域 ・窓口業務休止

愛知県

長野県 全域 ・窓口業務休止

静岡県 全域 ・窓口業務休止

愛知県 全域 ・窓口業務休止

三重県 全域 ・窓口業務休止
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三洋汽船 笠岡～佐栁本浦 運休
三洋汽船 笠岡～飛鳥～六島 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休
萩海運 見島～萩 運休

大津島巡航 大津島～≫徳山 運航再開

隠岐汽船 隠岐島～七類・境 運休
防予フェリー 柳井～松山 運航再開

周防大島松山フェリー 柳井～伊保田～松山 運航再開
斎島汽船 斎島～久比 運休
斎島汽船 三角～久比 運航再開

福ライナー 家島～姫路 運休
坊勢渡船 西島～姫路 運休
高山知久 西島～姫路 運休

瀬戸内海汽船 宇品～松山 運航再開
瀬戸内シーライン 三高～宇品 運休

淡路ジェノバライン 明石～岩屋 運休
OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休
沼島汽船 沼島～土生 運休

高速いえしま 家島～姫路 運休
坊勢汽船 西島～姫路 運休

名門大洋フェリー 大阪～門司 運休
新日本海フェリー 舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧 一部運休

南海フェリー 和歌山～徳島 運休
大阪市（建設局） 天保山渡 運休
ジャンボフェリー 神戸～坂出～高松 運休

志摩マリンレジャー 和具～賢島 運休
志摩市 的矢～三か所 運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 運休
フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休
フェリーさんふらわあ 大分～神戸 運休

津エアポートライン 津新港～空港島 運休
鳥羽市 鳥羽～神島 運休

伊勢湾フェリー 鳥羽～伊良湖 運休
富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運休

西尾市 一色～佐久島 運休

東京都公園協会 東京水辺ライン小回り 運休
太平洋フェリー 名古屋～仙台～苫小牧 運休

名鉄海上観光船 伊良湖～河和 運休
名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運休

ふじさん駿河湾フェリー 清水～土肥 運休

伊豆箱根鉄道 箱根町～湖尻桃源台 運休
神新汽船 神津島～下田 運休

伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運休
伊豆諸島開発 父島～母島 運休

東京都公園協会 東京水辺ライン大回り 運休

東京都観光汽船 浅草～日の出 運休
東京都観光汽船 日の出～お台場 運休
東京都観光汽船 日の出～有明 運休
ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運休

箱根観光船 箱根町～湖尻桃源台 運休

東海汽船  神津島～熱海 運休
東海汽船 東京～大島～神津島 運休
東海汽船 熱海～大島 運休

小笠原海運 東京～父島 運休
東京湾フェリー 金谷～久里浜 運休

佐渡汽船 直江津～小木 運休
粟島汽船 粟島～岩船 運休

へぐら航路 輪島～へぐら 運休
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

酒田市 酒田～勝浦 運休

網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運休
シーパル女川汽船 女川～江島 運休

シィライン 青森～佐井 運休
佐渡汽船 新潟～両津 運休

塩竈市 塩竈～朴島 運休
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瀬戸内町 与路～古仁屋 運休
岩崎産業 鹿児島～種子・屋久 運休

マルエーフェリー 鹿児島～那覇 運休
甑島商船 串木野・川内～甑島 運休

コスモライン 鹿児島～種子島～屋久 運休
日豊汽船 島浦～浦城 運休
瀬戸内町  瀬相～古仁屋～生間 運休

木口汽船  久賀～福江～椛島 運休
宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 運休
マリックスライン 鹿児島～那覇 運休

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 運休
折田汽船 鹿児島～屋久島 運休

九州商船 長崎～有川 運休
 鷹島汽船 殿ノ浦～今福 運休
 鷹島汽船 阿翁～御厨 運休

黒島旅客船 黒島～高島～相浦 運休
平戸市  大島（的山・神浦）～平 運休

九州郵船  印通寺～唐津 運休
崎戸商船 友住～佐世保 運休

西海沿岸商船  佐世保～神浦 運休
九州商船  長崎～五島 運休
九州商船 佐世保～上五島 運休

大入島観光フェリー 大入島～佐伯 運休
有明海自動車航送船組合  多比良～長洲 運休
佐賀玄海漁業共同組合  高島～唐津 運休

九州郵船  博多～壱岐～対馬 運休
九州郵船  博多～比田勝 運休

阪九フェリー  新門司～神戸 運休
宗像市 大島～神湊～地島 運休
宗像市 地島（白浜）～神湊 運休
新宮町 相島～新宮 運休

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運休

福岡市 能古～姪浜 運休
福岡市 小呂島～姪浜 運休

北九州市 藍島～小倉 運休
北九州市 若松～戸部 運休

阪九フェリー 新門司～泉大津 運休

青島海運 青島～長浜 運休
野母商船 福江～青方～博多 運休

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 運休
福岡市 博多～志賀島 運休
福岡市 玄海島～博多 運休

シーセブン 伯方島～大島 運休
盛運汽船 嘉島～宇和島 運休
須崎市 坂出～埋立 運休
宿毛市 沖ノ島～片島 運休
高知県 長浜～種崎 運休

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運休
伊島連絡交通事業 伊島～答島 運休
大三島ブルーライン 今治～大崎上島 一部運休

今治市 岡村～今治 運休
今治市 津島～津 運休

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼玖 運休
小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島 一部運休

三洋汽船 多度津～佐栁 運休
粟島汽船 須田～粟島～宮ノ下 運休
観音寺市 伊吹島～観音寺 運航再開

四国汽船 高松～宮浦～宇野 一部運休
四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～ 運休

芸予汽船 今治～土生 一部運休
宇和島運輸 八幡浜～別府 運休
宇和島運輸 八幡浜～臼玖 運休

熊南総合事務組合 馬島～麻里府 運航再開
平郡航路 平郡～柳井 運航再開

周防大島町 久賀～前島 運休
周防大島町 情島～伊保田 運休

小豆島フェリー 姫路～福田 運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）（10月12日14:30現在）

■港湾施設（臨港道路）の利用状況

■港湾海岸水門・陸閘等の操作状況

茨城県
鹿島港海岸他

3海岸
23 2 19 0 2

千葉県
興津港海岸他6

海岸
106 24 6 33 43

東京都
東京港海岸
他12海岸

53 9 0 0 44

静岡県 静岡県 国際拠点 清水港
[通行規制]
冠水により「愛染交差点～袖師交差点」通行止め
（10/12（土）12:00～）

富山県 富山県 国際拠点 伏木富山港
[事前通行規制]
強風により「富山新港東西線（新湊大橋）」通行止め
（10/12（土）7:30～）

三重県
四日市港
管理組合

国際拠点 四日市港
[事前通行規制]
強風により「霞４号幹線（橋梁部）」通行止め
（10/11（金）18:30～10/13（月）8:00）

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

多良間海運 多良間～平良 運航再開
水納海運 水納～渡久地 運休

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 利用状況等

東京都 東京都 国際戦略 東京港
[事前通行規制]
強風により「東京ゲートブリッジ」通行止め
（10/12（土）14:45～）

やまさ海運　 三池～島原 運休
渡嘉敷村 泊～渡嘉敷 運休
座間味村 泊～座間味 運休
伊是名村 伊是名～運天 運休
大東海運 那覇（泊）～南・北大東 運航再開

天長フェリー  天草～長島 ドック 運休
 苓北観光汽船 天草～長崎 運休
R九州高速船 　博多～釜山 運休
カメリアライン 博多～釜山 運休
関釜フェリー　 下関～釜山 運休

小値賀町 柳～納島 運休
嵯峨島旅客船 嵯峨島～貝津 運休

やま丸 津久見～保戸島 運休
佐伯市  大島～佐伯 運休

蒲江交通 蒲江～深島 運休

佐世保市  神浦～寺島～柳 運休
五島旅客船  郷ノ首～福江 運休
黄島海運 黄島～福江 運休
津吉商船 津吉～相浦～佐世保 運休
小値賀町  笛吹～大島・野崎 運休

糸島市  姫島～岐志 運休
郵正丸  馬渡島～呼子 運休

川口汽船  小川島～呼子 運休
加唐島汽船  加唐島～呼子 運休
唐津汽船  神集島～湊 運休

壱岐市  大島～郷ノ浦 運休
竹山運輸  度島（本村）～平戸 運休

 共同フェリー 御所浦～棚底・大道 運休
日豊汽船  島浦～浦城 運休
下関市  蓋井島～吉見 運休

三島村 鹿児島～三島 運休
十島村  鹿児島～十島～名瀬 運休

屋久島町 宮之浦～永良部～島間 運休
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■クルーズ船の寄港への影響

　　抜港（12港）、入港日変更（3港）が発生

　　（抜港：函館港（10/9, 11, 12）、北九州港（10/12）、高知港（10/12）、広島港（10/12, 14, 16）、宮之浦港（10/13）、

　　　　宇和島港（10/13）、大阪港（10/13）、金沢港（10/13）、茨城港（10/13）、清水港（10/14）油津港（10/15）、

　　　　　　長崎港（10/16））

　　（入港日変更：東京港（10/11→10/10）、博多港（10/12→10/13）、横浜港（10/14→10/13））

○航空関係（１０月１２日１６：３０現在）

■空港施設

空港基本施設等被害なし

■その他施設

被害情報なし

■欠航便

10/11　33便（ANA3便、JAL7便、その他23便）

10/12　1787便（ANA588便、JAL543便、その他656便）

■その他（参考）

◯２次交通の運行状況

・東京国際空港

・東京モノレール 12日16時頃より運休予定

・京浜急行電鉄 12日12時頃より便数を減らし13:51が最終

・リムジン、京急バス 12時頃より運休

・成田国際空港

・ＪＲは12日12時30分で運行終了

・京成線は本数を減らして運行中

・高速バスは12:25に運行終了。貸し切りバス15台を運行し14:15運行終了。

◯館内滞在者（15時00分時点）※主に翌日の運航再開を待っている積極的滞在者

・東京国際空港　　約1100人（第1ターミナル約140人、第2ターミナル約30人、国際線ターミナル約950人）

・成田国際空港　　約1500人（第1ターミナル約750人、第2ターミナル約600人、第3ターミナル約180人）

○物流関係（10月12日16:30現在）

■営業倉庫の被害状況

現時点で被害情報なし

■公共トラックターミナルの被害状況

現時点で被害情報なし

○下水道（10月12日10:30現在）

被害情報なし

和歌山県
和歌山下津港
海岸他13海岸

324 80 13 121 110

徳島県
徳島小松島港
海岸他10海岸

445 128 78 160 79

三重県
津松阪港海岸

他18海岸
1135 94 180 793 68

大阪府
大阪港海岸他

7海岸
433 52 0 66 315

兵庫県
神戸港海岸他

28海岸
1,044 176 10 136 722

神奈川県
川崎港海岸

他6海岸
64 6 1 49 8

静岡県
熱海港海岸
他14海岸

197 104 6 76 11

愛知県
名古屋港海岸

他14海岸
302 50 3 71 178
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○公園（10月12日09:00現在）

国営公園

臨時閉園　10公園

○官庁営繕

・現時点で被害情報なし

○観光関係（10月12日16:00現在）

･外国人旅行者に対する情報提供の対応状況

（１）日本政府観光局（JNTO）における情報提供

①JNTO Global websiteによる情報提供（Twitterでの最新情報もwebsiteで確認可能）

・JNTOの24時間電話対応窓口「Japan Visitor Hotline」※の案内

※英語、中国語、韓国語、日本語で対応可

・気象庁、NHK worldのウェブサイトの案内（台風の進路等について随時発信）

・各交通機関の運行状況（鉄道・航空・空港各社のウェブサイトを案内）

・JNTOのTwtterにおいて、気象庁発表の大雨特別警報をツイートし情報を発信

・JNTOの微博（Weibo　中国版Twitter）災害情報発信用アカウントを開設し、中国語で台風への注意喚起を促す情報や

交通機関の情報を発信

※在中国日本大使館の微博（Weibo）アカウントから情報を更に展開済。

②JNTOアプリのトップ画面に、JNTO Global websiteとJNTO twitter 「@Japan Safe Travel」へのリンク画面を表示

（２）鉄道の運行情報について、新幹線（JR東日本・JR東海・JR西日本）、空港アクセス線（京成電鉄・京急電鉄）の

ウェブサイトにおいて、 外国語（英、中(繁・簡)、韓）により順次掲載

（３）観光案内所に対し、外国語での案内等、適切に対応を行うようJNTOを通じて改めて依頼済。

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

直　通：０３－５２５３－８４６１

京都府
大阪府

八幡市等
大阪市等

近畿地方整備
局

淀川河川公園 10/12（土）臨時閉園

兵庫県
神戸市、淡路
市

近畿地方整備
局

国営明石海峡公
園

10/12（土）臨時閉園

東京都 江東区
関東地方整備
局

国営東京臨海広
域防災公園

10/12（土）臨時閉園

長野県
大町市、松川
村、安曇野市

関東地方整備
局

国営アルプスあづ
みの公園

10/12（土）臨時閉園

岐阜県
愛知県
三重県

各務原市等
江南市等
桑名市等

中部地方整備
局

国営木曽三川公
園

10/12（土）臨時閉園

奈良県
奈良市、明日
香村

近畿地方整備
局

国営飛鳥・平城宮
跡歴史公園

10/12（土）臨時閉園

宮城県 川崎町
東北地方整備
局

国営みちのく杜の
湖畔公園

10/12（土）臨時閉園

茨城県 ひたちなか市
関東地方整備
局

国営常陸海浜公
園

10/12（土）臨時閉園

埼玉県
滑川町、熊谷
市

関東地方整備
局

国営武蔵丘陵森
林公園

10/12（土）臨時閉園

東京都
立川市、昭島
市

関東地方整備
局

国営昭和記念公
園

10/12（土）臨時閉園

都道府県 所在地名 管理者 施設名 対応状況等
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