
１．本省及び地方支分部局の体制について  

6月24日 18：10 警戒体制

7月16日 12：00 注意体制

7月15日  5：40 注意体制 7月16日 13：00 注意体制
7月16日 11：10 警戒体制

7月16日 13：00 注意体制 7月15日 17：40 注意体制

7月16日  9：15 注意体制 7月15日 22：00 注意体制

7月16日 13：00 注意体制 7月16日 10：15 注意体制

7月15日 20：30 警戒体制 7月16日 10：00 注意体制

6月24日 18：10 警戒体制 九州運輸局 7月13日  8：30 注意体制

7月15日 17：00 注意体制 気象庁 7月15日 11：00 警戒体制

警戒体制 大阪航空局 7月16日  9：30 警戒体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（7月16日14時現在）
【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（7月16日00時～7月16日13時）
・主な１時間降水量

（アメダス観測値）
福島県 川内 77.5ミリ 16日11時37分まで
神奈川県 丹沢湖 70.0ミリ 16日 6時22分まで
静岡県 天城山 69.5ミリ 16日 3時40分まで
山梨県 上野原 58.0ミリ 16日 7時27分まで
福島県 川前 55.5ミリ 16日11時58分まで
埼玉県 熊谷 52.5ミリ 16日 6時45分まで
神奈川県 小田原 52.0ミリ 16日 5時53分まで
静岡県 稲取 48.0ミリ 16日 3時25分まで
東京都 青梅 45.5ミリ 16日 9時08分まで
埼玉県 飯能 45.0ミリ 16日 9時14分まで
三重県 尾鷲 45.0ミリ 16日 2時19分まで

○大型で強い台風第11号(今日16日12時現在、960hPa、最大風速40メートル、最大瞬間風速55メートル)
　は、室戸岬の南の海上を北北西へ進んでいる。
○台風周辺の湿った空気が流れ込んでいる影響で、近畿から関東甲信、東北南部にかけて発達した雨雲
　がかかり、局地的に激しい雨が降っている。
○また、西日本や東日本の太平洋側の海上は、大しけとなっている。

○台風は、比較的ゆっくりとした速度で北上を続け、今日16日夜には強い勢力を保ったまま四国地方を
　中心とする西日本の太平洋側に接近、16日夜遅くから明日17日明け方にかけて上陸する見込み。
○台風の動きが遅いため、長い時間にわたって暴風や大雨、高波が続くおそれ。
＜暴風・高波＞西日本では今日16日夕方から明日17日にかけて猛烈な風が吹き、西日本や東日本の太平
　洋側の海は、明日17日にかけて広い範囲で大しけとなる見込み。暴風や高波に厳重に警戒。
＜大雨＞明日17日にかけて、西日本や東日本の太平洋側を中心に広い範囲で大雨となる見込み。雷を
　伴って、局地的には１時間に80ミリ以上の猛烈な雨の降る所もある見込み。四国から東海にかけて明
　日17日昼までに600～800ミリ、更に、18日(土)昼までの24時間に200～300ミリの大雨となるおそれ。
　土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水やはん濫に厳重に警戒。
＜高潮＞台風が接近する西日本を中心に、今日16日夜から明日17日朝にかけて高潮に警戒。
＜雷・突風＞台風から離れた場所でも竜巻などの激しい突風が発生するおそれ。落雷や竜巻等の激しい
　突風に注意。

※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

災　害　情　報

平成27年7月16日14:00現在

国土交通省

台風第１１号による大雨等に係る被害状況等について（第２報）

四国地方整備局

国土地理院

近畿地方整備局

中国地方整備局

東北地方整備局

中部地方整備局 中部運輸局

近畿運輸局

中国運輸局

国土交通本省

九州地方整備局

6月24日 18：10国土技術政策総合研究所

関東地方整備局 関東運輸局

四国運輸局
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（気象レーダー等による解析（※））
山梨県 道志村 約90ミリ 16日06時30分まで
神奈川県 山北町 約80ミリ 16日06時30分まで
福島県 いわき市 約70ミリ 16日11時30分まで
福島県 田村市 約70ミリ 16日11時30分まで
福島県 川内村 約70ミリ 16日11時30分まで
神奈川県 松田町 約70ミリ 16日07時00分まで
山梨県 上野原市 約70ミリ 16日06時30分まで
静岡県 伊豆市 約70ミリ 16日03時30分まで
静岡県 函南町 約70ミリ 16日04時30分まで

・主な24時間降水量
（アメダス観測値）

奈良県 上北山 244.5ミリ 16日13時00分まで
神奈川県 丹沢湖 224.0ミリ 16日13時00分まで
山梨県 上野原 218.5ミリ 16日13時00分まで
東京都 青梅 183.5ミリ 16日13時00分まで
埼玉県 飯能 183.0ミリ 16日13時00分まで
山梨県 大月 183.0ミリ 16日13時00分まで
東京都 八王子 181.5ミリ 16日13時00分まで
神奈川県 箱根 164.5ミリ 16日13時00分まで
東京都 小沢 161.5ミリ 16日13時00分まで
群馬県 館林 159.5ミリ 16日13時00分まで

（気象レーダー等による解析（※））
奈良県 川上村 約350ミリ 16日13時00分まで
神奈川県 山北町 約300ミリ 16日13時00分まで
山梨県 上野原市 約300ミリ 16日13時00分まで
山梨県 道志村 約300ミリ 16日13時00分まで
三重県 大台町 約300ミリ 16日13時00分まで
奈良県 上北山村 約300ミリ 16日13時00分まで
埼玉県 所沢市 約250ミリ 16日13時00分まで
埼玉県 狭山市 約250ミリ 16日13時00分まで
埼玉県 入間市 約250ミリ 16日13時00分まで
東京都 昭島市 約250ミリ 16日13時00分まで
東京都 福生市 約250ミリ 16日13時00分まで
東京都 武蔵村山市 約250ミリ 16日13時00分まで
東京都 瑞穂町 約250ミリ 16日13時00分まで
山梨県 都留市 約250ミリ 16日13時00分まで
山梨県 大月市 約250ミリ 16日13時00分まで
静岡県 富士宮市 約250ミリ 16日13時00分まで

・主な期間降水量 (7月16日00時から16日13時までの各観測所の総降水量)
（アメダス観測値）

神奈川県 丹沢湖 221.5ミリ
山梨県 上野原 218.5ミリ
奈良県 上北山 217.5ミリ
山梨県 大月 183.0ミリ
埼玉県 飯能 183.0ミリ
東京都 青梅 183.0ミリ
東京都 八王子 181.5ミリ
東京都 小沢 161.5ミリ
群馬県 館林 159.5ミリ
神奈川県 箱根 158.5ミリ

（気象レーダー等による解析（※））
山梨県 上野原市 約300ミリ
山梨県 道志村 約300ミリ
奈良県 川上村 約300ミリ
埼玉県 所沢市 約250ミリ
埼玉県 狭山市 約250ミリ
埼玉県 入間市 約250ミリ
東京都 昭島市 約250ミリ
東京都 福生市 約250ミリ
東京都 武蔵村山市 約250ミリ
東京都 瑞穂町 約250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
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神奈川県 山北町 約250ミリ
山梨県 都留市 約250ミリ
山梨県 大月市 約250ミリ
静岡県 富士宮市 約250ミリ
三重県 大台町 約250ミリ
奈良県 上北山村 約250ミリ

（３）強風の状況（7月16日00時～7月16日13時）
・主な風速 (7月16日の各観測所の最大値)

高知県 室戸岬 22.2m/s (東北東) 16日12時59分
長崎県 雲仙岳 17.5m/s (北東) 16日 6時45分
東京都 三宅坪田 15.4m/s (南) 16日12時44分
宮崎県 古江 15.3m/s (北北東) 16日11時22分
長崎県 小値賀 15.2m/s (北北東) 16日 3時13分
兵庫県 神戸 15.0m/s (東北東) 16日12時38分
東京都 神津島 14.8m/s (南東) 16日 3時36分
東京都 父島 14.2m/s (南南東) 16日 0時40分
兵庫県 神戸空港 14.1m/s (北東) 16日10時14分
和歌山県 潮岬 13.7m/s (東北東) 16日11時51分

・主な瞬間風速 (7月16日の各観測所の最大値)
高知県 室戸岬 35.6m/s (北東) 16日12時20分
長崎県 雲仙岳 27.1m/s (北北東) 16日 8時34分
宮崎県 古江 26.8m/s (北東) 16日 4時29分
長崎県 佐世保 24.3m/s (北) 16日 8時10分
和歌山県 潮岬 24.0m/s (東北東) 16日11時59分
三重県 尾鷲 23.0m/s (北東) 16日11時32分
宮崎県 延岡 23.0m/s (北北東) 16日10時10分
東京都 父島 22.5m/s (南南東) 16日 0時51分
東京都 八重見ヶ原 22.1m/s (南南西) 16日 7時19分
東京都 神津島 21.1m/s (南東) 16日 5時01分
大分県 蒲江 21.1m/s (北) 16日10時52分

（４）波浪の状況（7月15日0時～7月16日13時）
・台風第11号に伴う主な波浪最高値

【国土交通省港湾局所管】
和歌山県 潮岬 9.0m 16日 11時00分
高知県 高知 6.5m 16日 12時00分
GPS波浪計 高知室戸岬沖 9.6m 16日 11時00分
GPS波浪計 徳島海陽沖 8.9m 16日 13時00分
GPS波浪計 和歌山南西沖 8.5m 16日 11時40分
GPS波浪計 三重尾鷲沖 8.2m 16日 11時40分
GPS波浪計 高知西部沖 8.1m 16日 11時40分
GPS波浪計 伊勢湾口沖 7.2m 16日 05時20分

３．国土交通省の対応

○国土交通省として、引き続き被害の情報の収集・把握に努める。

○リエゾン（情報連絡員）派遣【1県8町村へ10人派遣(7/16)】
・ 近畿地方整備局より7町村へ、7人派遣(7/16)。

（単位：人）
7
16

1
1
1
1
1
1
1
7 7

　　　　　　　月日
派遣場所

合　計

奈良県野迫川村 1
奈良県十津川村 1
奈良県天川村 1
奈良県黒滝村 1
奈良県上北山村 1
奈良県下北山村 1
和歌山県那智勝浦町 1

合　計
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・ 四国地方整備局より1県1市へ、3人派遣(7/16)。
（単位：人）
7
16

1
2
3

○災害対策用機械等出動状況

４．気象庁の対応

・台風第11号に関する報道等への説明を実施（7月14日 17:00、7月16日11:15）

・台風第11号に関する記者会見を実施（7月15日 11:15）

・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

６．所管施設等の状況

○河川

■被害状況

＜国管理河川＞

・現時点で被害情報なし

＜都道府県管理河川＞

・現時点で被害情報なし

■国管理河川の出水状況

１）計画高水位、氾濫危険水位、避難判断水位を超えている河川

・現時点でなし

２）現在、氾濫注意水位を超えている河川

水系 河川

関東 利根川 巴波川

2 4

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

関東 荒川 小畔川 入間川 高麗川

四国地整 高知県大豊町怒田地区 崩落斜面監視 衛星通信車 1 稼働中 7/16～

四国地整 高知県高岡郡日高村下分江尻（神母樋門） 内水排除（仁淀川水系日下川） 照明車 1 待機中 7/16～

四国地整 高知県土佐市高岡町丁 内水排除（仁淀川水系仁淀川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

四国地整 高知県四万十市楠島（清水樋門） 内水排除（渡川水系中筋川） 照明車 1 待機中 7/16～

四国地整 高知県高岡郡日高村下分江尻（神母樋門） 内水排除（仁淀川水系日下川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

四国地整 高知県長岡郡大豊町怒田地先 地すべり監視 照明車 1 待機中 7/16～

四国地整 高知県四万十市楠島（清水樋門） 内水排除（渡川水系中筋川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

中部地整 三重県鈴鹿市白子（鈴鹿市渚排水機場） 内水排除 照明車 1 待機中 7/16～

四国地整 愛媛県大洲市新谷（都谷川樋門） 内水排除（肱川水系矢落川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

　　　　　　　月日
派遣場所

合　計

高知県 1

東北地整 福島県須賀川市江持地内（昭和町樋管） 内水排除（阿武隈川水系阿武隈川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

中部地整 三重県鈴鹿市白子（鈴鹿市渚排水機場） 内水排除 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

状況 期間

東北地整 福島県郡山市富久山町地内（水穴樋管） 内水排除（阿武隈川水系阿武隈川） 排水ポンプ車 1 待機中 7/16～

○気象警報等に留意の上、情報収集及び地方自治体等との連絡を密にしつつ、即応態勢を維持。

○港の条件等に応じて、台風が到達する数十時間から数時間前に、港外避難等の準備作業や実施などの勧告を
順次発出しており、台風の通過時にあっては、港外避難し錨泊している船舶等に対し、走錨監視や情報提供を実
施。

○台風の通過により、航行の障害となる海上漂流物の存在、航路標識の一時的な消灯及び倒壊等を認めた場合
は、必要に応じて航行警報を発出し、航行船舶に対して情報提供を実施。

徳島県阿南市 2
合　計 3

整備局名 出動先 出動理由 機械名 台数
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３）計画高水位、氾濫危険水位、避難判断水位、氾濫注意水位を超えたが、現在下回っている河川

・現時点でなし

■ 都道府県管理河川の出水状況

１）現在、計画高水位を超えている河川

水系 河川

２）現在、氾濫危険水位を超えている河川

水系 河川

３）計画高水位を超えたが、現在下回っている河川

・現時点でなし

４）氾濫危険水位を超えたが現在下回った河川

水系 河川

○管理ダム

〔洪水貯留操作を実施中のダム：３ダム〕

●直轄管理：２ダム 鶴見川水系：宮ヶ瀬ダム

阿武隈川水系：三春ダム

●水資源機構管理：なし

●都道府県管理：１ダム 栃木県：西荒川ダム

〔洪水貯留操作を実施した（現在は洪水貯留操作を終了した）ダム：なし〕

●直轄管理：なし

●水資源機構管理：なし

●都道府県管理：なし

○土砂災害

●土砂災害発生状況

１）がけ崩れ

三重県 金剛川 愛宕川

三重県 木津川 木津川

山梨県 富士川 平等川

4 4

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

埼玉県 荒川 鴻沼川

1 1

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

茨城県 久慈川 久慈川

1 1

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

福島県 阿武隈川 大滝根川

都道府県名 市町村名
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

-

合計 1件 名 名 名 戸 戸 戸

山梨県 1件 上野原市 1件 - - - - -
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●土砂災害警戒情報の発表状況及び土砂災害に関わる避難勧告等の状況

土砂災害警戒情報 避難勧告等情報

都道府県 市町村
発表
日時

解除
日時

地区

避難の状況
発令
日時

解除
日時

備考
避難勧告
避難指示

対象
世帯数

対象人数

山梨県 上野原市
7月16日

8:20
浜沢、無生野 避難勧告 45 114

7月16日
9:00

神奈川県 山北町
7月16日

7:15

東京都 檜原村
7月16日

9:13

山梨県 大月市
7月16日

8:40

埼玉県 飯能市
7月16日

9:55

栃木県 佐野市
7月16日

9:35

埼玉県 入間市
7月16日

9:55

埼玉県 狭山市
7月16日

9:55

埼玉県 日高市
7月16日

9:55

埼玉県 坂戸市
7月16日

9:55

埼玉県 鳩山町
7月16日

9:55

埼玉県 毛呂山町
7月16日

9:55

埼玉県 所沢市
7月16日

10:15

東京都 奥多摩町
7月16日

10:00

東京都
武蔵村山

市
7月16日

10:50

東京都 福生市
7月16日

10:50

福島県 いわき市
7月16日

12:25

東京都 瑞穂町
7月16日

10:50

福島県 川内村
7月16日

12:25

福島県 田村市
7月16日

12:25

福島県 浪江町
7月16日

12:25

福島県 大熊町
7月16日

12:25

埼玉県 北本市
7月16日

12:25

埼玉県 桶川市
7月16日

12:25
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○道路

１．高速道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

（１）高速道路

被災による通行止め：なし

※下記２区間で越波による通行止め

○ 道路名：東名高速道路

区間名：富士IC～清水JCT（上り）［7/16　5:45～継続中］

　　　　　　　　　　　 （下り）［7/15　2:30～継続中］

○ 道路名：西湘バイパス

区間名：西湘二宮IC～早川IC（下り）［7/16　1:30～継続中］

※下記１路線（１区間）で雨による通行止め

○ 道路名：北関東自動車道

区間名：太田桐生IC～佐野田沼IC（上下）［7/16　9:22～］

（２）直轄国道

被災による通行止め：なし

※下記１区間で越波による通行止め

○ 道路名：国道55号

区間名：高知県室戸市吉良川町西宮～高知県室戸市吉良川町西灘［7/15　20:30～継続中］

※下記３区間で雨による通行止め

○ 道路名：西湘バイパス

区間名：大磯東IC～西湘二宮IC（下り）［7/16　1:30～］

○ 道路名：国道20号

区間名：相模湖区間（相模原市緑区与瀬～相模原市緑区吉野）［7/16　9:20～］

○ 道路名：国道20号

区間名：梁川区間（山梨県上原市四方津～山梨県梁川町新倉）［7/16　10:50～］

２．その他の道路の通行止め及び被災状況

（１）補助国道

被災による通行止め：なし

福島県 白河市
7月16日

13:05

東京都
あきる野

市
7月16日

12:43

福島県 小野町
7月16日

13:05

福島県 棚倉町
7月16日

13:05

栃木県 大田原市
7月16日

13:20

栃木県 宇都宮市
7月16日

13:20

茨城県 田子町
7月16日

13:23

栃木県 高根沢町
7月16日

13:20

栃木県 さくら市
7月16日

13:20
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（２）都道府県・政令市道

７月１６日　１４：００
（計６区間）
・埼玉県　４区間（倒木１、路面冠水３）
・群馬県　２区間（路面冠水２）

○鉄道関係

（運行状況）

　　運転休止　ありません５事業者　１０路線　運転休止

・（参考）鉄道事業者が公表している情報（時間は変更の可能性あり）

土佐くろしお鉄道 中村線 窪川駅～中村駅間 7/16 16:41頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 予讃線 高松駅～宇和島駅間 7/16 18:00頃～ 台風による計画運休予定

土佐くろしお鉄道 宿毛線 宿毛駅～中村駅間 7/16 16:37頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 高徳線 引田駅～徳島駅間 7/16 16:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 本四備讃線 児島駅～宇多津駅間 7/16 18:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 徳島線 徳島駅～阿波池田駅間 7/16 16:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 高徳線 高松駅～引田駅間 7/16 18:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 土讃線 阿波池田駅～窪川駅間 7/16 15:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 鳴門線 池谷駅～鳴門駅間 7/16 16:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 牟岐線 徳島駅～海部駅間 7/16 15:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 土讃線 多度津駅～阿波池田駅間 7/16 17:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 予土線 江川崎駅～窪川駅間 7/16 14:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ四国 予土線 宇和島駅～江川崎駅間 7/16 18:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 福塩線 福山駅～府中駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 芸備線 備中神代駅～備後落合駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 宇野線 岡山駅～宇野駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 伯備線 岡山駅～新郷駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 吉備線 岡山駅～総社駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 瀬戸大橋線 岡山駅～児島駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 津山線 岡山駅～津山駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 因美線 智頭駅～津山駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 赤穂線 備前福河駅～岡山駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 姫新線 作用駅～新見駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ東海 名松線 松阪駅～伊勢奥津駅間 7/16 15:00頃～
台風による計画運休予定
（バス代行区間を含む）

ＪＲ西日本 山陽線 上郡駅～三原駅間 7/16 21:00頃～ 台風による計画運休予定

富士急行 大月線 大月駅～東桂駅間 7/16 8:45 台風

ＪＲ東海 紀勢線 多気駅～新宮駅間 7/16 14:00頃～ 台風による計画運休予定

ＪＲ西日本 紀勢線 和深駅～周参見駅間 7/16 12:56 台風

東武鉄道 佐野線 館林駅～葛生駅間 7/16 13:57 台風

JR東海 御殿場線 国府津駅～御殿場駅間 7/16 5:35 台風

ＪＲ西日本 紀勢線 串本駅～和深駅間 7/16 10:58 台風

ＪＲ東日本 烏山線 宝積寺駅～烏山駅間 7/16 12:20 台風

JR東海 御殿場線 松田駅～御殿場駅間 7/16 4:46 台風

ＪＲ東日本 水郡線 常陸大子駅～郡山駅間 7/16 11:05 台風

ＪＲ東日本 青梅線 青梅駅～奥多摩駅間 7/16 8:30 台風

ＪＲ東日本 東北線 黒磯駅～郡山駅間 7/16 8:41 台風

ＪＲ東日本 磐越東線 いわき駅～郡山駅間 7/16 9:42 台風

台風

ＪＲ東日本 中央線 大月駅～塩山駅間 7/16 6:51 台風

線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

JR東日本 東海道線 小田原駅～熱海駅間 7/16 6:16 7/16 9:10

JR東日本 中央線 高尾駅～大月駅間 7/16 6:02 台風

ＪＲ東日本 中央線 四方津駅～大月駅間 7/16 6:02
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○自動車関係

高速バスが８２路線で運休中

阿佐海岸鉄道 阿佐東線 海部駅～甲浦駅間 7/16 17:00頃～ 台風による計画運休予定

土佐くろしお鉄道 阿佐線 後免駅～奈半利駅間 7/16 16:32頃～ 台風による計画運休予定

阪急バス 大阪～徳島 運休

阪急バス 大阪～松山 運休

阪急バス 大阪～八幡浜 運休

阪急バス 大阪～高松 運休

西日本ジェイアールバ
ス・明光バス

京都～白浜 一部運休

阪急バス 京都・大阪～北九州・福岡 運休

阪急バス 大阪～高知 運休

西日本ジェイアールバ
ス

大阪～高松 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

神戸～高松 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス・明光バス

大阪～白浜 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

大阪～徳島 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

神戸～徳島 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

京都～高松 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

京都～出雲 運休

西日本ジェイアールバ
ス

神戸～出雲 運休

西日本ジェイアールバ
ス

京都～徳島 一部運休

近畿運輸局管内

西日本ジェイアールバ
ス

大阪～岡山 一部運休

西日本ジェイアールバ
ス

大阪～広島 一部運休

濃飛乗合自動車(株) 高山～京都・大阪線 運休 高山発14:40 16:25

濃飛乗合自動車(株) 高山～新宿 運休
高山発17:00
新宿発14:30 17:00 22:50

しずてつジャストライ
ン(株)

清水～USJ 運休 清水発22:10

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海バス(株) 名古屋～徳島・高松・松山 運休

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海バス(株) 名古屋～三次・広島 運休

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海バス(株) 名古屋～松江・出雲 運休

名鉄バス(株) 名古屋～熊本 運休

名鉄バス(株) 名古屋～新宿 運休
名古屋発16:30 22:30
新宿発16:10 23:40

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海バス(株) 名古屋～東京 運休 名古屋発10:15 16:15

名鉄バス(株) 名古屋～徳島 運休
名古屋発7:40 23:00
徳島発23:00

名鉄バス(株) 名古屋～福岡 運休

名鉄バス(株) 名古屋～長崎 運休

中部運輸局管内

名鉄バス(株) 名古屋～大分 運休

名鉄バス(株) 名古屋～八幡浜 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
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とさでん交通 高知～福岡 運休 瀬戸大橋経由

伊予鉄道 松山～福岡 運休 しまなみ経由

とさでん交通 高知～東京 運休

とさでん交通 高知～名古屋 運休

伊予鉄道 愛媛～東京 運休

伊予鉄道 愛媛～大阪 一部運休

伊予鉄道 愛媛～名古屋 運休

JR四国バス・とさでん交通 高知～岡山 運休 瀬戸大橋経由

徳島バス 徳島～東京 運休

徳島バス 徳島～名古屋 運休

JR四国バス 愛媛～東京 運休

JR四国バス 高知～東京 運休

JR四国バス 松山・高松・徳島～名古屋 運休

四国運輸局管内

JR四国バス 徳島～東京 運休

JR四国バス 香川～東京 運休

両備ＨＤ 倉敷～名古屋 運休

両備ＨＤ 岡山～福岡 運休

両備ＨＤ 倉敷～京都 運休

下津井電鉄・両備ＨＤ 岡山～高知 運休

一畑バス・中国バス・
おのみちバス

松江～福山 運休

石見交通 津和野～大阪 運休

中国ＪＲバス・両備Ｈ
Ｄ

倉敷～大阪 運休

中国ＪＲバス 益田～大阪 運休

中国ＪＲバス 呉～大阪 運休

中国ＪＲバス 出雲～大阪 運休

中国ＪＲバス 出雲～神戸 運休

中国ＪＲバス 津和野～東京 運休

中国ＪＲバス 出雲～東京 運休

中国ＪＲバス 出雲～名古屋 運休

中国ＪＲバス 出雲～京都 運休

中国ＪＲバス 広島～出雲 運休

中国ＪＲバス 倉敷～東京 運休

中国ＪＲバス 山口～福岡 運休

中国ＪＲバス 広島～京都 運休

中国ＪＲバス 広島～高松 運休

中国ＪＲバス 広島～福岡 運休

防長交通 萩～京都 運休

中国ＪＲバス 広島～東京 運休

中国ＪＲバス 広島～名古屋 運休

京阪バス 京都～高松 運休

中国運輸局管内

防長交通 萩～東京 運休

京阪バス 京都～松山 運休

京阪バス 京都～高知 運休

京阪バス 京都～徳島 運休

阪神バス 大阪～津和野 運休

京阪バス 枚方～徳島 運休

京阪バス 京都～西鉄天神 運休

阪急バス 大阪～阿波池田 運休

阪急観光バス 大阪～西鉄天神 運休
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・自動車道

自動車道１路線で通行止め

○海事関係

（運航状況）

９０事業者　１０８航路　運休中

中島汽船㈱ 三津浜～中島 運休

伊島連絡交通事業㈲ 伊島～答島 運休
出羽島連絡事業㈲ 牟岐～出羽島 運休

石崎汽船㈱ 松山～宇品 運休

三洋汽船㈱ 多度津～佐柳 運休
粟島汽船㈱ 須田～粟島～宮の下 運休
観音寺市 伊吹～観音寺 運休

㈱豊島フェリー 高松～家浦 運休
雌雄島海運㈱ 高松～男木 運休
備讃フェリー㈱ 丸亀～広島 運休

四国汽船㈱
高松～宮浦～宇野 運休

宇野～本村 運休
小豆島豊島フェリー㈱ 宇野～土庄 運休

㈱宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運休
内海フェリー㈱ 高松～草壁 運休
国際フェリー ㈱ 高松～池田 運休

坊勢汽船(株) 西島～姫路 運休
(有)高福ライナー 家島（宮）～姫路 運休
宇和島運輸㈱ 八幡浜～別府・臼杵 運休

ジャンボフェリー㈱ 神戸～高松 運休
（株）OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休
沼島汽船（株） 沼島～洲本 運休

近江トラベル(株) 竹生島 運休
熊野交通(株) 熊野川水域 運休

浦島観光ホテル(株) 観光桟橋～ホテル浦島 運休

琵琶湖汽船(株)

湖上ドライブ 運休
太湖快速 運休
湖東（B,C） 運休

湖南 運休

大阪水上バス(株)
大阪港内周遊 運休

淀川周遊 運休
大阪市（建設局） 天保山渡 運休

紀の松島観光㈱ 勝浦周遊 運休
南海フェリー㈱ 和歌山～徳島 運休

(株)名門大洋フェリー 大阪～門司 運休

志摩マリンレジャー（株） 和具～賢島 運休

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

伊勢湾フェリー（株） 鳥羽～伊良湖 運休
（株）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

津エアポートライン（株）
津新港～空港島 運休
松阪港～空港島 運休

鳥羽市 鳥羽～神島 運休

名鉄海上観光船（株）
伊良湖～河和 運休

師崎～篠島・日間賀島 一部運休
（株）エスパルスドリーム 清水～土肥 運休

東京湾フェリー(株) 金谷～久里浜 運休
神新汽船(株) 神津島～下田 運休

太平洋フェリー（株） 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休

東海汽船㈱
東京～八丈島 運休

東京～大島～神津島 運休
小笠原海運㈱ 東京～父島 運休

都道府県 路線名 被害状況

徳島県 津峯スカイライン 通行止め　7/16 12:00～

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

九州鵜運輸局管内

亀の井バス㈱・大分バ
ス㈱・大分交通㈱の共
同運航

大分～名古屋 運休
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○航空関係

（欠航便）

国内線141便（ＪＡＬ61便、ＡＮＡ64便、その他16便）

国際線 21便

○海岸、下水道、公園、宅地、港湾関係（海岸保全施設を含む）、物流関係、官庁施設、観光関係

・現時点で被害情報なし

直　通：０３－５２５３－８４６１

佐賀玄海漁業協同組合 高島～唐津 運休
五島産業汽船(株) 有川～佐世保 運休

平戸市 大島～平戸 運休
黒島旅客船（有） 黒島～高島～相浦 運休
共同フェリー（株） 御所浦～棚底・大道 一部運休

西海沿岸商船（株） 佐世保～神浦 運休
崎戸商船（株） 友住～佐世保 運休
鷹島汽船（有） 阿翁～御厨 運休

福岡市
玄海島～博多 運休
小呂島～姪浜 運休
博多～志賀島 運休

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運休
大入島観光フェリー（株） 大入島～佐伯 運休

甑島商船（株） 串木野～甑島 運休

新宮町 相島～新宮 運休
竹山運輸（有） 度島～平戸 運休

西海市 釜浦～瀬戸 一部運休

コスモライン（株） 鹿児島～種子島～屋久島 運休
種子屋久高速船(株) 鹿児島～種子島～屋久島 運休

日南市 大島～目井津 運休

野母商船（株） 福江～青方～博多 運休
熊本フェリー（株） 熊本～島原 運休
九商フェリー（株） 熊本～島原 運休

九州商船（株） 佐世保～上五島 運休

九州郵船（株）
博多～壱岐～対馬 運休

印通寺～唐津 運休
博多～比田勝 運休

阪九フェリー（株）
新門司～神戸 運休

新門司～泉大津 一部運休
折田汽船（株） 鹿児島～屋久島 運休

日豊汽船（株) 島浦～浦城 運休
三島村 鹿児島～三島 運休

マリックスライン(株) 鹿児島～那覇 一部運休

国道九四フェリー(株) 佐賀関～三崎 運休
岩崎産業（株) 鹿児島～種子島～屋久島 運休
（有)やま丸 津久見～保戸島 運休

折田汽船(株) 鹿児島～屋久島 運休

マルエーフェリー(株)
那覇～神戸 運休

那覇～鹿児島 一部運休
東京～志布志～名瀬～与論～那覇 運休

オーシャントランス(株) 北九州～徳島～東京 運休
宮崎カーフェリー(株) 宮崎～大阪 運休

奄美海運(株) 鹿児島～喜界～知名 運休

宿毛市 沖の島～片島 運休

高知県 長浜～種崎 運休
十島村 鹿児島～十島～名瀬 運休

九四オレンジフェリー㈱ 八幡浜～臼杵 運休
盛運汽船㈱ 日振～宇和島 運休

須崎市 埋立～坂内 運休

㈲くるしま 馬島～波止浜 運休
シーセブン㈲ 尾浦～宮窪 運休

上島町 魚島～弓削～土生 運休

今治市
岡村～今治 運休
津島～幸 運休

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