
１．本省及び地方支分部局の体制について  

※平成30年7月豪雨から継続中の体制も含む

7月3日 6:40 非常体制
北海道開発局 8月28日 8:30 注意体制 北海道運輸局 9月4日 16:30 注意体制

9月5日 2:30 警戒体制 東北運輸局 9月4日 15:00 注意体制
東北地方整備局 9月4日 10:55 注意体制 関東運輸局 9月4日 10:40 注意体制
関東地方整備局 9月4日 16:50 注意体制 北陸信越運輸局 8月23日 15:30 注意体制
中部地方整備局 9月4日 9:15 警戒体制 9月4日 18:00 警戒体制
近畿地方整備局 9月4日 8:00 警戒体制 中部運輸局 7月7日 13:00 警戒体制
中国地方整備局 7月6日 20:45 非常体制 近畿運輸局 9月3日 17:00 警戒体制
四国地方整備局 7月6日 5:00 非常体制 神戸運輸監理部 9月4日 3:00 注意体制

9月4日 15:00 警戒体制
九州地方整備局 9月3日 18:40 注意体制 中国運輸局 7月8日 9:00 非常体制

9月4日 15:00 体制解除 四国運輸局 7月8日 5:50 警戒体制
国土地理院 7月8日 9：00 非常体制 九州運輸局 7月6日 8:00 警戒体制
国土技術政策総合研究所 7月3日 6：40 非常体制 気象庁 9月3日 21:00 警戒体制

２．気象状況
（１）気象の概況と見通し（9月5日3時現在）

【概況】

【見通し】

（２）大雨等の状況（9月3日0時～9月5日3時）

・主な１時間降水量

（アメダス観測値）

高知県 安芸郡田野町 田野 92.0ミリ  4日10時01分まで

兵庫県 淡路市 郡家 85.5ミリ  4日13時12分まで

三重県 伊勢市 小俣 81.0ミリ  4日22時40分まで

兵庫県 洲本市 洲本 74.0ミリ  4日12時42分まで

愛知県 北設楽郡豊根村 茶臼山 73.5ミリ  4日23時37分まで

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 71.0ミリ  4日10時18分まで

和歌山県田辺市 護摩壇山 70.0ミリ  4日21時44分まで

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭 69.5ミリ  4日11時48分まで

大阪府 豊能郡能勢町 能勢 69.0ミリ  4日14時21分まで

香川県 東かがわ市 引田 68.5ミリ  4日12時12分まで

（気象レーダー等による解析（※））

山梨県 鳴沢村 約100ﾐﾘ 4日18時00分まで

兵庫県 神戸市北区 約100ﾐﾘ 4日14時00分まで

徳島県 鳴門市 約100ﾐﾘ 4日12時30分まで

高知県 室戸市 約100ﾐﾘ 4日10時00分まで

静岡県 川根本町 約90ﾐﾘ 4日17時30分まで

三重県 四日市市 約90ﾐﾘ 3日01時30分まで

三重県 紀北町 約90ﾐﾘ 4日13時00分まで

○台風第21号は４日12時頃、非常に強い勢力で徳島県に上陸した後、速度を上げながら近畿地方を縦断し、その後、日本海を
北上している。今日５日03時現在、積丹半島の西南西約50キロ付近にあり、1時間におよそ85キロの速さで北へ進んでいる。
○台風第21号は強い勢力で、台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45
メートルで、中心の東側110キロ以内と西側60キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっている。
○北日本の海上を中心に猛烈な風が吹き、海は北日本と東日本で大しけとなっている。台風周辺の発達した雨雲がかかる北
日本では、１時間に30ミリ以上の激しい雨となっており、局地的に１時間に50ミリ以上の非常に激しい雨となっているところがあ
る。また、台風に向かって暖かく湿った空気が入りこんでいるため、東日本太平洋側では、雷を伴って１時間に50ミリ以上の非
常に激しい雨が降っているところがある。

○台風第21号は日本海を北上し、今日５日朝までに沿海州の沿岸に進んで温帯低気圧に変わる見込み。
○台風は北海道から遠ざかるため、北日本の風や波は次第に弱まるが、今日５日日中は北海道地方の日本海側を中心に非
常に強い風が吹き、海は大しけとなる見込み。また、明日６日にかけて気圧の傾きが大きいため、北日本や東日本では強風が
吹き、波の高い状態が続く見込み。
○また、北日本や東日本では、台風から変わった低気圧に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が入り込むため、大気の状
態が不安定となる見込み。今日５日昼頃まで、雷を伴って１時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、局地的には１時間に50ミリ以
上の非常に激しい雨が降るところがある見込み。
○暴風や高波、大雨による低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。高潮、落雷や竜巻などの激しい突
風に注意。

災　害　情　報
平成30年9月5日5:30現在

国土交通省

台風第21号による被害状況等について（第3報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

国土交通本省

※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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和歌山県 田辺市 約90ﾐﾘ 4日19時30分まで

徳島県 上勝町 約90ﾐﾘ 4日12時00分まで

香川県 東かがわ市 約90ﾐﾘ 4日12時30分まで

高知県 奈半利町 約90ﾐﾘ 4日10時00分まで

高知県 田野町 約90ﾐﾘ 4日10時00分まで

・主な２４時間降水量

（アメダス観測値）

愛知県 北設楽郡豊根村 茶臼山 354.0ミリ  5日 2時50分まで

静岡県 静岡市葵区 井川 349.0ミリ  5日 2時00分まで

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 318.5ミリ  4日22時00分まで

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 312.5ミリ  5日 0時50分まで

和歌山県田辺市 護摩壇山 301.0ミリ  5日 2時20分まで

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 298.0ミリ  5日 2時50分まで

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭 275.5ミリ  4日14時10分まで

長野県 下伊那郡阿智村 浪合 262.0ミリ  5日 3時00分まで

愛知県 豊田市 阿蔵 258.5ミリ  5日 1時20分まで

奈良県 吉野郡上北山村 上北山 257.5ミリ  4日23時00分まで

（気象レーダー等による解析（※））

山梨県 鳴沢村 約1000ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 富士宮市 約1000ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 浜松市 約700ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 川根本町 約700ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 静岡市 約600ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 富士市 約600ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 御殿場市 約500ﾐﾘ 5日03時00分まで

長野県 飯田市 約450ﾐﾘ 5日02時00分まで

徳島県 上勝町 約450ﾐﾘ 4日16時00分まで

山梨県 富士吉田市 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

山梨県 早川町 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

山梨県 身延町 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

静岡県 小山町 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

愛知県 豊根村 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

三重県 大台町 約400ﾐﾘ 4日23時00分まで

和歌山県 田辺市 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

和歌山県 日高川町 約400ﾐﾘ 5日03時00分まで

徳島県 海陽町 約400ﾐﾘ 4日20時00分まで

・主な期間降水量

（アメダス観測値）

愛知県 北設楽郡豊根村 茶臼山 378.0ミリ

静岡県 静岡市葵区 井川 358.0ミリ

高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬 328.5ミリ

奈良県 吉野郡十津川村 風屋 315.0ミリ

静岡県 静岡市葵区 梅ケ島 303.5ミリ

和歌山県田辺市 護摩壇山 302.0ミリ

三重県 多気郡大台町 宮川 293.0ミリ

徳島県 勝浦郡上勝町 福原旭 279.5ミリ

長野県 下伊那郡阿智村 浪合 279.0ミリ

愛知県 豊田市 阿蔵 276.5ミリ

（３）強風の状況（9月3日0時～9月5日3時）

・主な風速

高知県 室戸市 室戸岬 48.2m/s (西)  4日11時53分

大阪府 泉南郡田尻町 関空島 46.5m/s (南南西)  4日13時47分

和歌山県和歌山市 友ケ島 42.9m/s (南)  4日13時18分

和歌山県和歌山市 和歌山 39.7m/s (南南西)  4日13時26分

兵庫県 神戸市中央区 神戸空港 34.6m/s (南南西)  4日13時59分

徳島県 海部郡美波町 日和佐 34.6m/s (東南東)  4日11時12分

和歌山県西牟婁郡白浜町 南紀白浜 33.4m/s (南東)  4日11時41分

愛知県 常滑市 セントレア 31.5m/s (南南東)  4日14時22分

新潟県 佐渡市 両津 28.8m/s (南西)  4日20時29分

石川県 金沢市 金沢 28.8m/s (南西)  4日18時06分

・主な瞬間風速

大阪府 泉南郡田尻町 関空島 58.1m/s (南南西)  4日13時38分

※レーダー等を用いて解析された降水量(1km四

方毎)の市町村内の最大値を表記。

～ 50ミリ ： 5ミリ単位

50～200ミリ ： 10ミリ単位

200～500ミリ ： 50ミリ単位

500～ ミリ ：100ミリ単位

で表記。
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和歌山県和歌山市 和歌山 57.4m/s (南南西)  4日13時19分

高知県 室戸市 室戸岬 55.3m/s (西)  4日11時53分

和歌山県和歌山市 友ケ島 @ 51.8m/s (南)  4日13時14分

大阪府 泉南郡熊取町 熊取 51.2m/s (南)  4日13時40分

徳島県 海部郡美波町 日和佐 50.3m/s (東)  4日11時05分

福井県 敦賀市 敦賀 47.9m/s (東南東)  4日15時00分

大阪府 大阪市中央区 大阪 47.4m/s (南南西)  4日14時03分

愛知県 常滑市 セントレア 46.3m/s (南南東)  4日14時17分

滋賀県 彦根市 彦根 46.2m/s (南東)  4日14時13分

（４）波浪の状況（9月3日0時～9月5日3時）

・主な波浪最高値

【気象庁所管】

静岡県　　　 石廊崎  8.0m  4日 21時00分

【国土交通省港湾局所管】

和歌山県 潮岬 12.5m  4日 12時20分

高知県 上川口港  7.0m  4日  9時00分

高知県 高知港  6.6m  4日 10時40分

GPS波浪計 徳島海陽沖 14.5m  4日 11時00分

GPS波浪計 高知室戸岬沖 13.8m  4日 10時20分

GPS波浪計 三重尾鷲沖 11.1m  4日 15時40分

GPS波浪計 宮崎日向沖  7.0m  4日  8時00分

（５）潮位の状況（9月3日0時～9月5日3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】

大阪府 大阪 標高 3.3m 4日 14時18分

和歌山県 御坊 標高 3.2m 4日 12時48分

兵庫県 神戸 標高 2.3m 4日 14時09分

和歌山県 和歌山 標高 2.0m 4日 13時05分

徳島県 阿波由岐 標高 2.0m 4日 12時08分

静岡県 石廊崎 標高 1.5m 4日 19時29分

３．国土交通省の対応

○国土交通省非常災害対策本部会議を開催（9/4）

○国土交通省災害対策連絡調整会議を開催（9/3）

○災害対策用ヘリコプター

・きんき号 9月4日 関西国際空港および大阪湾高潮被害調査を実施（18:05～19:00）

9月5日 大阪湾高潮被害調査等を実施予定（8:05 八尾空港離陸予定）

・まんなか号 9月5日 紀伊山系砂防管内被災調査を実施予定（8:30 八尾空港離陸予定）

○TEC-FORCEの派遣　【のべ179人・日派遣(9/3～)】

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣 のべ 人・日派遣(9/3～) （ 人派遣中 5日5:30時点）

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣 のべ 人・日派遣(9/3～) （ 人派遣中 5日5:30時点）

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣 のべ 人・日派遣(9/3～) （ 人派遣中 5日5:30時点）

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況

3 4 5
0 2 2
0 2 2
0 2 2
0 2 0
0 2 0

1 0
0 2 2
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

三重県 四日市市 中部地整 1 1
三重県 鈴鹿市 中部地整 1 1
三重県 伊勢市 中部地整 1 1

静岡県 静岡県庁 中部地整 4 4
三重県 熊野市 中部地整 2 2
三重県 尾鷲市 中部地整 2 2
三重県 紀宝町 中部地整 2 2

4 4
三重県 三重県庁 中部地整 2 2
岐阜県 岐阜県庁 中部地整 2 2
岐阜県 揖斐川町 中部地整 1 1

106 23

63 7

10 10

派遣先
派遣元

9月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

北海道 未定 北海道開発局 4 4
北海道 未定 北海道開発局 4 4
石川県 石川県庁 北陸地整

○地方整備局、地方運輸局、都道府県等に、台風第19号、第20号の接近に伴い災害への警戒強化や工事の安全管理の
徹底・注意喚起を発出（8/31、9/3）
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0 1 0
0 0 0

1 0
0 2 0

2 0
0 0 0
0 0 0

2 2
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 1

8

0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
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

牟岐町 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 0
0 1 0
0 1 0
2 2 0
0 1 0
0 2 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 2 0
0 1 0
0 1 0
0 2 0
2 81 23 0 0

・ TEC-FORCE（JETT）の派遣状況

3 4 5
北海道 北海道庁 0 0 3
新潟県 新潟県庁 2 0 0
富山県 富山県庁 1 2 0
石川県 石川県庁 2 2 0
福井県 福井県庁 2 2 0
長野県 長野県庁 2 2 0
岐阜県 岐阜県庁 0 2 0
静岡県 静岡県庁 3 0 0
三重県 三重県庁 2 1 0

0 2 0
1 1 0
0 1 0
0 1 2
0 1 0奈良県 奈良県庁 大阪管区気象台 1 1

滋賀県 滋賀県庁 大阪管区気象台 2 2
京都府 京都府庁 大阪管区気象台 2 2
大阪府 大阪府庁 大阪管区気象台 1 1
兵庫県 兵庫県庁 大阪管区気象台 3 3

東京管区気象台 4 4
東京管区気象台 4 4
東京管区気象台 4 4
東京管区気象台 2 2
東京管区気象台 3 3
東京管区気象台 3 3

合計 106 106

派遣先
派遣元

9月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

札幌管区気象台 3 3
東京管区気象台 2 2
東京管区気象台 3 3

四国地整 1 1
東洋町 四国地整 2 2
いの町 四国地整 1 1
日高村 四国地整 1 1
安田町 四国地整 2 2

1 1

高知県

高知県 四国地整 4 4
高知市 四国地整 1 1
室戸市 四国地整 2 2
南国市 四国地整 1 1
土佐市 四国地整 1 1
須崎市 四国地整 1 1
香南市 四国地整 1 1
香美市

1
小松島市 四国地整 1 1
阿南市 四国地整 1 1
那賀町 四国地整 1 1

香川県

香川県 四国地整 1 1
東かがわ市 四国地整 1 1
高松市 四国地整 2 2
小豆島町 四国地整 1 1
土庄町 四国地整

玉野市 中国地整 1 1
備前市 中国地整 1 1

広島県 広島県庁 中国運輸局 1 1

徳島県

徳島県 四国地整 1 1
鳴門市 四国地整 1 1

四国地整 1 1
美波町 四国地整 1 1
海陽町 四国地整 1

和歌山県
和歌山県庁 近畿地整 2 2
田辺市 近畿地整 1 1
新宮市 近畿地整 1 1

岡山県

岡山県
中国地整 1

2
岡山運輸支局 1

岡山市 中国地整 1 1
倉敷市 中国地整 1 1
瀬戸内市 中国地整 1 1

大阪府
大阪府庁 近畿地整 2 2
関西国際
空港

大阪航空局 8 8

兵庫県 兵庫県庁 近畿地整 2 2

奈良県
奈良県庁 近畿地整 2 2
十津川村 近畿地整 2 2

滋賀県 滋賀県庁 近畿地整 1 1

京都府

京都府庁 近畿地整 1 1
舞鶴市 近畿地整 1 1
福知山市 近畿地整 1 1
綾部市 近畿地整 1 1

静岡県 三島市 中部地整 0 0
静岡県 函南町 中部地整 0 0
長野県 大桑村 中部地整 4 4
福井県 福井県庁 近畿地整 1 1

三重県 紀北町 中部地整 0 0
三重県 桑名市 中部地整 1 1
静岡県 沼津市 中部地整 2 2
静岡県 長泉町 中部地整 2 2

三重県 志摩市 中部地整 1 1
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0 1 2
2 0 0
1 0 0
0 1 0
2 3 0
0 3 0
1 1 0
0 2 0
2 2 0
2 1 0
25 31 7 0 0

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）の派遣状況
　 　

3 4 5
0 0 4 　 　
　 　 　 　
0 0 4 　 　

・国土技術政策総合研究所の対応

・ 国総研の専門家２人を大阪港、神戸港に派遣（9/5～）

・港湾空港技術研究所の対応

・ 港空研の専門家４人を大阪港、神戸港に派遣（9/5～）

○災害対策用機械等出動状況【のべ 73台・日派遣（9/3～）】

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

４．気象庁の対応

５．海上保安庁の対応

（１）体制

○第十一管区海上保安本部（那覇市）

　９月２日２１：００　警戒配備発令　　　９月３日２０：００　警戒配備解除　　　

○第十管区海上保安本部（鹿児島市）

　９月３日０６：００　警戒配備発令　　　９月４日０９：００　警戒配備解除

合計 　 4 4

派遣先
派遣内容 派遣元

9月
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

大阪府 関西空港 先遣班 近畿地整 4 4
　 　 　 　 　 　

香川県 香川県庁 大阪管区気象台 2 2
2

愛媛県 愛媛県庁 大阪管区気象台 4 4
高知県 高知県庁 大阪管区気象台 3 3

合計 63 63

岡山県
岡山県庁 大阪管区気象台 1 1
倉敷市 大阪管区気象台 5 5

広島県 広島県庁 大阪管区気象台 3 3
徳島県 徳島県庁 大阪管区気象台 2

和歌山県 和歌山県庁 大阪管区気象台 3 3
鳥取県 鳥取県庁 大阪管区気象台 2 2
島根県 島根県庁 大阪管区気象台 1 1

台数（派遣実績） 36
岡山県 倉敷市真備町 高梁川水系小田川 排水ポンプ車 中国地整 排水支援 6 待機中 9/3

高知県 土佐市高岡町 仁淀川水系仁淀川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 2 撤収 9/4 9/4
高知県 土佐市新居 仁淀川水系仁淀川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 9/4 9/4

徳島県 美馬市穴吹町 吉野川水系吉野川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 9/3 9/4
高知県 高岡郡日高村 仁淀川水系仁淀川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 9/4 9/4

愛媛県 大洲市東大洲 肱川水系矢落川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 9/3 9/4
徳島県 阿波市市場町 吉野川水系吉野川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 撤収 9/3 9/4

大阪府 池田市 照明車 近畿地整 夜間照明確保 1 撤収 9/4 9/4
徳島県 阿南市深瀬町 那賀川川水系那賀川 排水ポンプ車 四国地整 排水支援 1 待機中 9/3

和歌山県 新宮市 新宮川水系熊野川 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 1 撤収 9/4 9/4
兵庫県 豊岡市大磯町 円山川水系 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 3 撤収 9/4 9/4

和歌山県 新宮市 新宮川水系 照明車 近畿地整 夜間照明確保 1 撤収 9/3 9/4
三重県 紀宝町 新宮川水系相野谷川 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 2 撤収 9/4 9/4

京都府 福知山市 由良川水系 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 1 待機中 9/3
和歌山県 新宮市 新宮川水系 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 1 撤収 9/3 9/4

京都府 舞鶴市 由良川水系 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 2 待機中 9/3
京都府 福知山市 由良川水系 排水ポンプ車 近畿地整 排水支援 2 待機中 9/3

長野県 下伊那郡 喬木村 排水ポンプ車 中部地整 排水支援 1 待機中 9/4
長野県 木曽郡 大桑村 照明車 中部地整 夜間照明確保 2 稼働中 9/4

山形県 戸沢村 最上川水系最上川 照明車 東北地整 夜間照明確保 1 待機中 9/4
山形県 戸沢村 最上川水系最上川 排水ポンプ車 東北地整 排水支援 2 待機中 9/4

・東北地整、中部地整、近畿地整、中国地整、四国地整より排水ポンプ車16台、照明車4台を計20台を派遣中　（5日　4:00時点）

派遣先
機械名 派遣元 出動理由 台数 状況 期間

都道府県 市町村等 地先等
山形県 戸沢村 最上川水系最上川 排水ポンプ車 東北地整 排水支援 1

○記者会見を実施（9/3 11:10）

○各地の気象台では、台風の影響に応じて、順次台風説明会を実施。

○JETT（気象庁防災対応支援チーム）を9月3日より以下の23道府県の地方公共団体へ派遣
　（北海道、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
のべ63名）※TEC-FORCEの内数。岡山県倉敷市については、平成30年7月豪雨に伴う派遣から継続して対応。

○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。

待機中 9/4
山形県 戸沢村 最上川水系最上川 照明車 東北地整 夜間照明確保 1 稼働中 9/4
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○第九管区海上保安本部（新潟市）

　９月４日０７：００　警戒配備発令　　　９月５日０３：００　警戒配備解除

　９月４日１２：００　非常配備発令　　　９月４日２３：００　非常配備解除

○第八管区海上保安本部（舞鶴市）

　９月４日０２：００　警戒配備発令　　　９月４日２１：００　警戒配備解除

　９月４日０９：３０　非常配備発令　　　９月４日１９：００　非常配備解除

○第七管区海上保安本部（福岡市）

　９月４日００：００　警戒配備発令　　　９月４日１３：００　警戒配備解除

○第六管区海上保安本部（広島市）

　９月３日２３：００　警戒配備発令　　　９月４日１８：００　警戒配備解除

　９月４日０９：００　非常配備発令　　　９月４日１６：００　非常配備解除

○第五管区海上保安本部（神戸市）

　９月３日２０：００　警戒配備発令　　　９月４日２１：１５　警戒配備解除

　９月４日０６：００　非常配備発令　　　９月４日１７：００　非常配備解除

○第四管区海上保安本部（名古屋市）

　９月４日０２：００　警戒配備発令　　　９月４日２０：００　警戒配備解除

　９月４日１０：００　非常配備発令　　　９月４日１８：００　非常配備解除

○第三管区海上保安本部（横浜市）

　９月４日０７：００　警戒配備発令　　

　９月４日１４：００　非常配備発令　　　９月４日１８：３０　警戒配備解除

○第二管区海上保安本部（塩釜市）

　９月４日１３：３０　警戒配備発令

　９月４日１８：００　非常配備発令

○第一管区海上保安本部（小樽市）

　９月４日１６：２５　警戒配備発令

　９月４日２０：００　非常配備発令

（２）人的・物的被害及び主な対応状況

９月４日　１１名乗りタンカー（2591トン）走錨により、関西空港連絡橋に漂着（対応中）

９月４日　３名乗り運搬船（296トン）走錨により、尼崎の岸壁に漂着（対応中）

６．所管施設等の状況

○河川（9月5日03：00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

＜都道府県管理河川＞

１）一般被害

２）河川管理施設等被害

都道府県 水　系 河　川 市町村
被　害　状　況

対策状況 進捗
状　態 件数

原因
床上
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)

長野県 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

大桑村
おおくわむら

調査中

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

整備局 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 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
(戸)

床下
(戸)

原因
全壊
(戸)

半壊
(戸)

原因
面積
(約ha)
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■避難勧告及び避難指示（緊急）等の状況

＜国管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

＜都道府県管理河川に関わる避難勧告及び避難指示（緊急）の状況＞

※ 「準備」：避難準備・高齢者等避難開始　　「勧告」：避難勧告　　「指示」：避難指示（緊急）

■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

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

三重県 金剛
こんごう

川
がわ

愛宕
あたごがわ

川

三重県 新宮川
しんぐうがわ

板屋
い た や

川
がわ

愛知県 猿渡
さわたり

川
がわ

猿渡
さわたり

川
がわ

三重県 堀切
ほりきり

川
かわ

堀切
ほりきり

川
かわ

12 12

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

長野県 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

岐阜県 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

中部 天竜川
てんりゅうがわ

天竜川
てんりゅうがわ

1 1

都道府県 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 長
おさ

流川
るがわ

長
おさ

流川
るがわ

中部 木曽川
きそがわ

揖斐川
いびがわ

根尾
ねおがわ

川

中部 宮川
みやがわ

勢田川
せたがわ

中部 櫛田
くしだがわ

川 佐奈川
さながわ

中部 雲出川
くもずがわ

中村
なかむら

川
がわ

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

中部 雲出川
くもずがわ

波瀬
はぜがわ

川

5 6

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

0 0

1 1

中部 矢作川
やはぎがわ

矢作川
やはぎがわ

中部 木曽川
きそがわ

木曽川
きそがわ

3 3

整備局 水　系 河　　　　　　　　　　　川

北海道 石狩川
いしかりがわ

月寒
つきさむ

川
がわ

0 0

0 0

都道府県 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型※ 世帯数 人　数

兵庫県 山田川
やまだがわ

他
ほか

山田川
やまだがわ

他
ほか

神戸市
こ う べ し

勧告 139,243 287,729 9/4 9:40

整備局 水　系 河　川 市町村
避　難　状　況

発　令　日　時 解　除　日　時 備　考
類　型※ 世帯数 人　数
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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＞

■ダム洪水貯留操作状況

＜洪水貯留操作を実施中のダム＞

　１１ダム　（うち国土交通省管理 ４ダム、水資源機構管理 １ダム、道府県管理 ６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）

四国 仁淀川
によどかわ

仁淀川
によどかわ

土佐市
とさし

右 0 1 撤収 30m3/min（新居樋門）

都道府県 水　系 河　川 市町村

排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
出動数
（台）

稼働
状況

四国 仁淀川
によどかわ

仁淀川
によどかわ

土佐市
とさし

右 7.6 1 撤収 30m3/min（天﨑樋門）

四国 仁淀川
によどかわ

仁淀川
によどかわ

土佐市
とさし

右 7.6 1 撤収 30m3/min（天﨑樋門）

四国 吉野川
よしのがわ

吉野
よしの

川
かわ

阿波市
あわし

左 29 1 撤収 150m3/min（鴬谷川樋門）

四国 仁淀川
によどかわ

仁淀川
によどかわ

日高村
ひだかむら

右 14.2 1 撤収 150m3/min（神母樋門）

四国 肱
ひじ

川
かわ

矢落
やおち

川
かわ

大洲
おおず

市
し

左 0.8 1 撤収 150m3/min（都谷川樋門）

四国 吉野川
よしのがわ

吉野
よしの

川
かわ

美馬市
みまし

右 44 1 撤収 60m3/min（明連川樋門）

整備局 水　系 河　川 市町村

地　　　点 排水Ｐ車出動状況

水防団等活動状況
左右岸 KP

出動数
（台）

稼働
状況

四国 那賀川
なかがわ

那賀川
なかがわ

阿南市
あなんし

左 16.2 1 待機中 150m3/min（岡崎川樋門）

和歌山県 南部川
みなべがわ

南部川
みなべがわ

徳島県 吉野川
よしのがわ

川田
かわだがわ

川

兵庫県 福田川
ふくだがわ

福田川
ふくだがわ

和歌山県 新宮川
しんぐうがわ

熊野
くまの

川
がわ

兵庫県 妙法寺
みょうほうじ

川
かわ

妙法寺
みょうほうじ

川
がわ

兵庫県 山田川
やまだがわ

山田川
やまだがわ

切目川 1 切目川

合　計 6

水系名 ダム数 ダム名 備考

富士川 1 広瀬

天竜川 1 横川

九頭竜川 2 笹生川　桝谷

日高川 1 椿山

合　計 4

水系名 ダム数 ダム名 備考

木曽川 1 徳山

合　計 1

水系名 ダム数 ダム名 備考

石狩川 2 漁川　豊平峡

後志利別 1 美利河

天竜川 1 小渋
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＜洪水貯留操作を実施したダム＞

　４５ダム　（うち国土交通省管理 １２ダム、水資源機構管理 ５ダム、道府県管理 ２８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）

津田川 1 門入

国領川 1 鹿森

合　計 28

与田川 1 大内

津田川 1 大川

鴨部川 1 前山

香東川 1 内場

綾川 1 長柄

新湊川 2 天王　石井

大和川 1 天理

古座川 1 七川

吉野川 1 宮川内

勝浦川 1 正木

犀川 1 犀川

大聖寺川 2 我谷　九谷

手取川 1 大日川

宮川 1 宮川

九頭竜川 2 広野　龍ヶ鼻

天竜川 1 片桐

庄川 2 利賀川 境川

小矢部川 1 城端

片貝川 1 布施川

梯川 1 赤瀬

合　計 5

水系名 ダム数 ダム名 備考

雄物川 1 皆瀬

加治川 1 加治川治水

合　計 12

水系名 ダム数 ダム名 備考

木曽川 3 岩屋　阿木川　味噌川

淀川 2 一庫　日吉

大井川 1 長島

庄内川 1 小里川

九頭竜川 2 九頭竜　真名川

千代川 1 殿

那賀川 1 長安口

手取川 1 手取川

天竜川 1 新豊根

矢作川 1 矢作

木曽川 1 横山

櫛田川 1 蓮

水系名 ダム数 ダム名 備考

最上川 1 寒河江
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○土砂災害

■土砂災害警戒情報の発表状況（9月5日5:00現在）

１）土砂災害警戒情報 　14府県99市町村に発表

現在、3県40市町村にて継続中

長野県 松川町 9月4日21:55

長野県 阿南町 9月4日22:30

長野県 根羽村 9月4日22:30

長野県 下條村 9月4日22:30

長野県 中川村 9月4日23:00

長野県 喬木村 9月4日21:25

長野県 豊丘村 9月4日21:25

長野県 飯田 9月4日21:40

長野県 長谷 9月4日21:40

長野県 泰阜村 9月4日21:40

長野県 宮田村 9月4日18:45

長野県 上松町 9月4日18:45

長野県 木曽町 9月4日18:45

長野県 大鹿村 9月4日20:55

長野県 天龍村 9月4日21:25

長野県 南木曽町 9月4日18:15

長野県 大桑村 9月4日18:15

長野県 伊那 9月4日18:45

長野県 駒ヶ根市 9月4日18:45

長野県 楢川 9月4日18:45

9月4日16:30 9月5日03:30

山梨県 身延町 9月4日16:30 9月5日03:30

山梨県 鳴沢村 9月4日16:30

山梨県 富士河口湖町 9月4日16:30

長野県 上村南信濃 9月4日15:40

福井県 南越前町 9月4日15:45 9月4日20:35

福井県 福井市 9月4日16:00 9月4日19:50

福井県 勝山市 9月4日16:00 9月4日19:50

福井県 越前市 9月4日16:00 9月4日19:50

山梨県 富士吉田市 9月4日16:30

石川県 小松市 9月4日15:46 9月4日02:25

石川県 白山市 9月4日15:46 9月4日02:25

石川県 加賀市 9月4日16:25 9月4日02:25

福井県 大野市 9月4日15:45 9月4日19:50

福井県 池田町 9月4日15:45 9月4日19:50

都道府県 市町村 発表日時 解除日時

上野原市 9月4日16:30 9月5日03:30

山梨県 中央市 9月4日16:30 9月5日03:30

山梨県 市川三郷町 9月4日16:30 9月5日03:30

山梨県 早川町

山梨県
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奈良県 野迫川村 9月4日11:20 9月5日04:22

奈良県 十津川村 9月4日11:40 9月5日01:20

奈良県 吉野町 9月4日13:00 9月4日17:35

奈良県 川上村 9月4日13:00 9月4日17:35

静岡県

静岡県 小山町 9月5日00:50

静岡県 沼津市 9月5日03:40

静岡県 伊豆市 9月5日03:40

静岡県 西伊豆町 9月5日03:40

長野県 飯島町 9月5日00:15

岐阜県 揖斐川町 9月4日15:55 9月4日20:30

岐阜県 中津川市 9月4日18:25 9月5日01:30

静岡県 富士宮市 9月4日18:05 9月5日04:28

静岡県

長野県 高森町 9月4日23:00

長野県 阿智村 9月4日23:00

長野県 平谷村 9月4日23:00

長野県 売木村 9月4日23:00

長野県 川上村 9月5日00:15

奈良県 五條市北部 9月4日11:20 9月5日01:20

奈良県 五條市南部 9月4日11:20 9月5日01:20

滋賀県 長浜市 9月4日16:30 9月4日19:35

滋賀県 米原市 9月4日16:45 9月4日19:35

京都府 亀岡市 9月4日13:15 9月4日17:00

京都府 京都市左京区 9月4日15:25 9月4日17:00

京都府 京都市右京区 9月4日15:25 9月4日17:00

9月4日21:30

9月5日04:40

愛知県 豊田市東部 9月4日23:50 9月5日04:40

愛知県 幸田町 9月4日23:50 9月5日04:40

愛知県 東栄町 9月4日23:50 9月5日04:40

滋賀県 大津市北部 9月4日15:35 9月4日18:00

愛知県 美浜町 9月4日23:25 9月5日04:40

愛知県

9月5日04:40

愛知県 豊田市西部 9月4日21:30 9月5日04:40

9月5日04:05

静岡県 伊豆の国市 9月5日04:05

静岡県 下田市 9月5日04:28

静岡県 河津町

静岡県 熱海市

9月5日04:28

静岡県 松崎町 9月5日04:28

愛知県 瀬戸市

愛知県 岡崎市 9月4日23:25 9月5日04:40

愛知県 新城市 9月4日23:25 9月5日04:40

愛知県 南知多町 9月4日23:25 9月5日04:40

富士市 9月5日00:50 9月5日04:28

御殿場市 9月5日00:50

武豊町 9月4日23:25 9月5日04:40

愛知県 設楽町 9月4日23:25 9月5日04:40

愛知県 豊根村 9月4日23:25
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通常基準の７割：

大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市

通常基準の８割：

秋田県大仙市

長野県栄村

大阪府豊中市、吹田市、寝屋川市、交野市、島本町

京都市（伏見区、西京区）、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町

島根県大田市

鹿児島県鹿児島市

香川県 三木町 9月4日14:00 9月4日16:30

・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引き下げて運用

徳島県 美波町日和佐地域 9月4日12:00 9月4日17:40

徳島県 美馬市美馬町 9月4日12:30 9月4日19:30

徳島県 美馬市脇町 9月4日12:40 9月4日19:30

徳島県 阿波市市場町 9月4日14:00 9月4日18:50

香川県 さぬき市 9月4日14:00 9月4日16:30

徳島県 勝浦町 9月4日11:00 9月4日17:40

徳島県 那賀町相生地域 9月4日11:00 9月4日19:50

徳島県 吉野川市山川町 9月4日11:40 9月4日18:50

徳島県 阿南市 9月4日12:00 9月4日17:40

徳島県 那賀町鷲敷地域 9月4日12:00 9月4日19:50

徳島県 吉野川市鴨島町 9月4日09:50 9月4日18:50

徳島県 吉野川市川島町 9月4日09:50 9月4日18:50

徳島県 つるぎ町半田 9月4日10:10 9月4日19:30

徳島県 つるぎ町貞光 9月4日10:10 9月4日19:30

徳島県 徳島市 9月4日11:00 9月4日18:50

徳島県 佐那河内村 9月4日09:00 9月4日18:50

徳島県 神山町 9月4日09:00 9月4日18:50

徳島県 那賀町木沢地域 9月4日09:00 9月4日19:50

徳島県 三好市東祖谷 9月4日09:20 9月4日19:30

徳島県 那賀町上那賀地域 9月4日09:20 9月4日19:50

徳島県 美馬市穴吹町 9月4日08:40 9月4日19:30

徳島県 つるぎ町一宇 9月4日08:40 9月4日19:30

徳島県 吉野川市美郷 9月4日09:00 9月4日18:50

徳島県 美馬市木屋平 9月4日09:00 9月4日19:30

徳島県 上勝町 9月4日09:00 9月4日17:40

和歌山県 新宮市 9月4日11:40 9月4日15:15

島根県 浜田市 9月4日19:40 9月4日21:30

島根県 江津市 9月4日19:40 9月4日21:30

徳島県 那賀町木頭地域 9月4日08:10 9月4日19:50

徳島県 海陽町海南地域 9月4日08:20 9月4日17:40

奈良県 天川村 9月4日20:06 9月5日01:20
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○水管理･国土保全局所管の海岸保全施設の被災状況等

１)水門・陸閘等の操作状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

関東地整 千葉県
興津海岸
他10海岸

水門15基中5基常時閉鎖、残り10基については、状況に応
じて操作
樋管・樋門3基中3基常時閉鎖
陸閘5基中4基常時閉鎖、残り１基については、状況に応じ
て操作

中部地整

・水門7基中6基閉鎖済。残る1基については、状況に応じて
操作
・樋門１基は常時閉鎖
・陸閘37基中、36基は常時閉鎖、残る1基については、状況
に応じて操作

近畿地整

・水門5基は全て常時閉鎖
・陸閘57基中3基は常時閉鎖、54基は閉鎖済み（直轄含む）

中部地整 三重県
長島海岸
他26海岸

・陸閘264基中148基は常時閉鎖、101基が閉鎖済み、残る
15基については、状況に応じて操作
・樋門35基中26基が閉鎖済み、残る9基については、状況に
応じて操作

四国地整 高知県 高知海岸 ・陸閘12基すべて閉鎖完了

近畿地整 和歌山県
御坊海岸
他9海岸

・水門・樋門8基中5基常時閉鎖、残る3基については、状況
に応じて操作
・陸閘52基中24基常時閉鎖、9基は閉鎖済、残る19基につ
いては、状況に応じて操作

中国地整 岡山県
三蟠九蟠
海岸他３３
海岸

・水門43基（全箇所）は状況に応じて操作
・陸閘179基(全箇所）は閉鎖完了

整備局

・陸閘12基全て常時閉鎖

・水門１１基は状況に応じて操作
・陸閘１０基中1基は常時閉鎖、残る9基については、状況に
応じて操作

関東地整
小田原海
岸
他6海岸

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基中、8基閉鎖済み

中部地整 静岡県
富士海岸
駿河海岸

・樋門3基は全て状況に応じて操作

近畿地整 兵庫県 東播海岸 9/5 9:00より開操作を開始予定

関東地整 茨城県
日立海岸
他1海岸

・陸閘7基中6基は常時閉鎖、1基は閉鎖済み

神奈川県

静岡県
相良海岸
他５海岸

愛知県
名古屋港
海岸他115
海岸

中部地整

・水門52基中1基は常時閉鎖、残る51基は状況に応じて操
作
・陸閘24基中6基は常時閉鎖、残る18基は状況に応じて操
作

整備局 都道府県 海岸名 水門・樋門等の操作状況

北海道開発局 北海道
浜中海岸
他23海岸

・水門1基閉鎖済み
・樋門1基については、状況に応じて操作
・陸閘468基全て常時閉鎖

近畿地整 兵庫県
淡路海岸
他１０海岸

・陸閘74基中34基常時閉鎖　40基閉鎖済み
・樋門　4基中1基常時閉鎖　 3基閉鎖済み

近畿地整 福井県
河野海岸
他7海岸

大阪府 泉州海岸
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２）点検対象及び点検状況

■直轄海岸

■都道府県管理海岸

応急・緊急対策状況等

近畿
9/4 9:00より明石西外港地区におい
て水防活動（大型土嚢設置）を開始
9/4 9:45 設置完了

中国地整 山口県
麻郷海岸
他32海岸

・水門・樋門32基は全て状況に応じて操作
・陸閘187基は全て閉鎖済み

四国地整 徳島県
鳴門海岸
他33海岸

・水門2基すべて閉鎖完了
・樋門16基中15基閉鎖完了、残り1基は状況に応じて操作
・陸閘64基中36基は常時閉鎖、28基は閉鎖済み

被害箇所 被害状況等 応急・緊急対策状況等

整備局

高知県
野根海岸
他83海岸

・水門18基は全て状況に応じて操作
・陸閘120基中、94基の閉鎖完了、残り26基は状況に応じて
操作

九州地整 福岡県
福岡海岸
他17海岸

・水門76基中42基は常時閉鎖、1基は閉鎖済み、残る33基
は状況に応じて操作
・陸閘23基中12基は常時閉鎖、5基は閉鎖済み、残る6基は
状況に応じて操作

九州地整 大分県

四国地整 香川県
坂元海岸
他75海岸

・水門・樋門35基中18基は常時閉鎖、17基は閉鎖済み
・陸閘235基中119基は常時閉鎖、116基は閉鎖済み

9/5　8:30より点検開始予定

九州地整 長崎県
貝鮒海岸
他216海岸

・水門・樋門4基は全て常時閉鎖
・陸閘348基中72基は常時閉鎖、276基は通常運用に移行

九州地整 熊本県
荒尾海岸
他98海岸

中津海岸
他7海岸

・水門22基は全て常時閉鎖
・陸閘26基中20基は常時閉鎖、6基は通常運用に移行

四国地整 愛媛県
二名海岸
他185海岸

・水門・樋門102基中80基は常時閉鎖、17基は閉鎖済み、残
る5基は状況に応じて操作
・陸閘・角落とし498基中229基は常時閉鎖、269基は閉鎖済
み

四国地整

四国 徳島県
鳴門海岸
他33海岸

9/5　8:30より点検開始予定

四国 香川県
坂元海岸
他75海岸

9/5　8:30より点検開始予定

九州地整 鹿児島県
鹿児島海
岸
他19海岸

・水門11基は全て状況に応じて操作
・陸閘136基中7基は常時閉鎖、129基は通常運用に移行

都道府県 海岸名

四国 愛媛県
二名海岸
他185海
岸

9/5　8:30より点検開始予定

四国 高知県
野根海岸
他83海岸

・水門68基は全て常時閉鎖
・陸閘126基は全て常時閉鎖

被害箇所 被害状況等

兵庫県 東播海岸 - 9/5 10:00より点検開始予定

四国 高知県 高知海岸 - 9/5　8:30より点検開始予定

整備局 都道府県 海岸名
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○道路
１．高速道路、直轄国道等の通行止め及び被災状況

（１）高速道路
被災による通行止め：５路線６区間

雨量規制等による通行止め：6路線7区間　　　→　　　10路線12区間

※解除済み
路線名 区間名 被災状況 備考

E30瀬戸中央自動車道 児島IC～坂出IC 強風による通行止め 9/4 9:45～17:00     18.8km

E28神戸淡路鳴門自動車道 洲本IC～鳴門IC 強風による通行止め 9/4 10:00～18:00　　32.7km

E1A新名神高速道路 城陽J ～ 八幡京田辺 強風による通行止め 9/4 14:55～　　3.5km

E24京奈和自動車道 城陽IC ～ 木津IC 強風による通行止め 9/4 14:55～　　17.0km

E5　道央自動車道 大沼公園～新千歳空港 強風による通行止め
9/5 1:40～　191.8km　大沼公園～白老
9/5 2:20～ 33.4km　白老～苫小牧東
9/5 3:20～ 7.9km　苫小牧東～新千歳空港

E63　日高自動車道 苫小牧東～沼ノ端西 強風による通行止め 9/5 2:20～　　  4km

E24　京奈和自動
車道

和歌山JCT～岩出根来IC －
9/4 13:00～ 6.5km
※接続する阪和自動車道が強風による通行止
めのため

E42 湯浅御坊道路 有田IC～御坊IC 強風による通行止め 9/4 13:05～　　19.4km

阪神高速大阪府内 湾岸線、淀川左岸線、大和川線 強風による通行止め 9/4 14:15～　　47.5km

E71 関空自動車道 泉佐野IC～りんくうJCT 強風による通行止め 9/4 19:10～     6.6km

E26近畿自動車道 八尾 ～ 長原 強風による通行止め 9/4 14:35～　　4.3km

E1名神高速道路 京都東 ～ 豊中 強風による通行止め 9/4 14:55～　　46.6km

E5　道央自動車
道

美唄～江別東 倒木 9/5 3:35～      上り36.9km

E69　三遠南信自
動車道

龍江IC～飯田上久堅・喬木富田IC 法面崩落 9/5 2:30～ 3.5km

路線名 区間名 被災状況 備考

E42 阪和自動車道 御坊IC～南紀田辺IC 強風による通行止め 9/4 12:30～　　27.2km

E26・42 阪和自動車道 美原北IC～有田IC 強風による通行止め
9/4 13:05～　　16.4km　泉南IC～有田IC
9/4 14:00～　　31.4km　境IC～泉南IC
9/4 14:10～　　9.3km　美原北IC～境IC

路線名 区間名 被災状況 備考

E5　道央自動車
道

旭川鷹栖～滝川 倒木 9/4 21:20～     44.6km

E62　深川留萌自
動車道

深川西～深川JCT 倒木 9/4 21:20～      4.6km

E71 関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港 船舶衝突による橋桁の損傷 9/4 19:10～      4.6km

E5A　札樽自動車
道

銭函～朝里 倒木 9/5 2:05～      上り11.7km

九州 福岡県
福岡海岸
他17海岸

9/5 9:00点検開始予定

九州 鹿児島県
鹿児島海
岸他19海
岸

被害なし
9/4 9:00 点検開始
9/4 16:00 点検終了

15/40ページ



阪神高速４・５号湾岸線 六甲アイランド北ランプ～大阪府境 強風による通行止め 9/4 13:20～4:00　　15.8km

E38　道東自動車
道

千歳東～千歳恵庭JCT 倒木 9/5 2:05～9/5 4:15      上り12.6km

E2A中国自動車道 吹田J～中国池田 強風による通行止め 9/4 14:35～9/5 4:15　　下り10.7km

E2A中国自動車道 吹田J～中国池田 強風による通行止め 9/4 14:35～9/5 5:00　　上り10.7km

E1名神高速道路 京都東 ～ 八日市 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 0:45　　43.4km

E1A新名神高速道路 草津J ～ 甲賀土山 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 0:45　　32.1km

E89第二京阪道路 門間JCT～交野南 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 4:15　　9.8km

阪神高速大阪府内 湾岸線、淀川左岸線、大和川線以外 強風による通行止め 9/4 14:15～9/5 4:15　　99.0km

阪神高速3号神戸線 摩耶ランプ～兵庫県大阪府境 強風による通行止め 9/4 14:30～3:00　　20.5km

E27舞鶴若狭自動車道 小浜IC～敦賀JCT 強風による通行止め 9/4 14:15～22:45　　39.0km

E8北陸自動車道 木之本IC～武生IC 強風による通行止め 9/4 14:45～23:00　　57.2km

Ｅ８北陸自動車道 米原～木之本 強風による通行止め 9/4 14:45～9/5 4:20　　22.7km

E26近畿自動車道 吹田J ～ 八尾 強風による通行止め 9/4 14:35～9/5 4:15　　22.3km

E27舞鶴若狭自動車道 大飯高浜～ 小浜 強風による通行止め 9/4 14:45～19:00　　23.0km

E32徳島自動車道 美馬IC～井川池田IC 強風による通行止め 9/4 11:50～18:00　　21.1km

E11高松自動車道 引田IC～志度IC 強風による通行止め 9/4 12:20～18:00　　21.5km

E1A伊勢湾岸自動車道 東海IC～湾岸弥富IC 強風による通行止め 9/4 12:45～23:25　　10.6km

E71 関西国際空港連絡橋 りんくうJCT～関西国際空港IC 強風による通行止め 9/4 13:20～19:10（災害に変更）　　4.6km

E71 関西空港自動車道 泉佐野IC～りんくうJCT 強風による通行止め 9/4 14:00～19:10（災害に変更）　　6.6km

E1A伊勢湾岸自動車道 湾岸弥富IC～みえ川越IC 強風による通行止め 9/4 11:15～23:25　　 9.6km

E11高松自動車道 鳴門IC～引田IC 強風による通行止め 9/4 11:25～18:00　　23.3km

E11徳島自動車道 鳴門JCT～徳島IC 強風による通行止め 9/4 11:25～18:00　　10.3km

E32徳島自動車道 徳島IC～美馬IC 強風による通行止め 9/4 11:25～18:00　　52.7km

E28神戸淡路鳴門自動車道 津名一宮IC～洲本IC 強風による通行止め 9/4 11:45～18:00　　11.9km

E28神戸淡路鳴門自動車道 神戸西IC～津名一宮IC 強風による通行止め 9/4 10:45～18:40　　44.4km

E32高知自動車道 川之江JCT～大豊IC 降雨による通行止め 9/4 10:55～15:30　　27.0km
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（２）直轄国道
被災による通行止め：２路線２区間

※解除済み

（３）公社有料・指定都市高速
被災による通行止め：なし

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：21路線35区間

国道３６７号
滋賀県
シガケン

高島
タカシマ

市
シ

今津
イマヅ

町
チョウ

保
ホウ

坂
ザカ

～高島
タカシマ

市
シ

朽木
クツキ

荒川
アラカワ

倒木

9/4 15:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道４８０号
和歌山県
ワカヤマケン

有田郡
アリダグン

有田川
アリダガワ

町
チョウ

岩野
イワノ

河
カワ

～粟
アワ

生
崩土

9/4 14:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：確認中

国道４２５号 和歌山県
ワカヤマケン

田辺市
タナベシ

龍神村
リュウジンムラ

小
オ

家
イエ

倒木

9/4 14:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道４２５号 和歌山県
ワカヤマケン

田辺市
タナベシ

龍神村
リュウジンムラ

小
コ

又
マタ

川
ガワ

倒木

9/4 14:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：確認中

国道３７０号 和歌山県
ワカヤマケン

海草郡
カイソウグン

紀
キ

美
ミ

野
ノ

町
チョウ

中
ナカ

倒木

9/4 14:30～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１６２号
京都府
キョウトフ

北区
キタク

中川
ナカガワ

川登
カワト

～右京区
ウキョウク

宇
ウタ

多野
ノ

福
フク

王子
オオジ

倒木

9/4 15:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道42号 三重県
ミエケン

熊野市
クマノシ 落石１箇所・倒木

２箇所
9/4　14:15～
人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

国道337号 海道夕張郡長沼町東町 電柱倒壊
9/5 2:50～
・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

路線名 区間名 被災状況 備考

国道42号 三重県
ミエケン

熊野市
クマノシ

飛鳥町
アスカチョウ

落石 9/4　13：30～21：00　通行止め解除

路線名 区間名 被災状況 備考

E1A新名神高速道路 高槻J ～川西 強風による通行止め 9/4 14:35～9/5 5:00　　23.6km

E89第二京阪道路 交野南～巨椋池 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 5:00　　17.6km

E88京滋BP 瀬田東JCT ～ 大山崎JCT 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 5:00　　27.2km

E9京都縦貫自動車道 大山崎JCT ～ 長岡京IC 強風による通行止め 9/4 14:55～9/5 5:00　　1.3km

路線名 区間名 被災状況 備考

E1名神高速道路 高槻J ～ 京都東 強風による通行止め 9/4 14:35～9/5 5:00　　26.1km
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国道２５６号 岐阜県加茂郡白川町上佐見
ギフケン　　　カモグン　　シラカワチョウ　カミサミ

法面崩落

・9/4 19:00～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道２５７号 愛知県
アイチケン

北設楽郡
キタシタラグン

設楽町
シタラチョウ

川
カワ

向
ムキ

倒木

・9/4 16:30～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３１０号 奈良県
ナラケン

五條市
ゴジョウシ

大沢町
オオサワチョウ

　～北山町
キタヤマチョウ

倒木

9/4 17:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３７１号
和歌山県
ワカヤマケン

田辺市
タナベシ

龍神
リュウジン

村
ムラ

龍神
リュウジン

～有
アリ

田
ダ

郡
グン

有田川町
アリダガワチョウ

上
カミ

湯川
ユカワ

倒木

9/4 17:20～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：確認中

国道４２２号 三重県
ミエケン

多気郡
タキグン

大台町
オオダイチョウ

岩井
イワイ

倒木

・9/4 18:00～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道２５６号
長野県
ナガノケン

木曽郡
キソグン

南木曽町
ナギソマチ

吾妻
アズマ

～長
ナ

野県
ガノケン

木曽郡
キソグン

南木曽町
ナギソマチ

吾妻
アズマ

倒木

9/4 19:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３０９号
奈良県
ナラケン

吉野郡
ヨシノグン

黒滝村
クロタキムラ

笠木
カサギ

　～

　天川村
テンカワムラ

川合
カワイ

倒木

9/4 15:50～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３６７号 滋賀県
シガケン

大津市
オオツシ

葛川
カツラガワ

貫井
ヌクイ

町
チョウ

電柱倒壊

9/4 16:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道４１８号

長野県
ナガノケン

下伊那郡
シモイナグン

平谷村
ヒラヤムラ

五軒
ゴケン

小屋
ゴヤ

（岐阜県境
ギフケンキョウ

）～長野県
ナガノケン

下伊那郡
シモイナグン

平
ヒラ

谷村
ヤムラ

（国
クニ

）153号
ゴウ

交点
コウテン

倒木

9/4 16:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１６２号
京都府
キョウトフ

南
ミナミ

丹
ニ

市
シ

美山町
ミヤマチョウ

長尾
ナガオ

～京都
キョウト

市
シ

右京区
ウキョウク

京北
ケイホク

上弓削
カミユゲ

町
チョウ

倒木

9/4 16:30～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３６１号

長野県
ナガノケン

木曽郡
キソグン

木曽町
キソマチ

開田高原西
カイダコウゲンニシノ

野（西野
ニシノ

橋
ハシ

）～長野県
ナガノケン

木曽郡
キソグン

木曽
キソマチ

町開田高原西野
カイダコウゲンニシノ

（池
イケ

の沢
サワ

）

倒木

9/4 16:30～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３６７号
京都府
キョウトフ

京都市
キョウトシ

左京区
サキョウク

三宅
ミヤケ

橋
バシ

～左
サ

京区
キョウク

野村
ノムラ

別
ワカ

れ
障害物

9/4 15:10～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３６５号
滋賀県
シガケン

長浜市
ナガハマシ

余呉町
ヨゴチョウ

中
ナカノ

河内
　　カワチ

～長
ナ

浜市
ガハマシ

余呉町
ヨゴチョウ

坂口
サカグチ

倒木

9/4 15:30～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３０３号
滋賀県
シガケン

長浜市
ナガハマシ

木之本町
キノモトチョウ

金
カネ

居原
イハラ

～

長浜市
ナガハマシ

木之本町
キノモトチョウ

川合
カワイ

倒木

9/4 15:30～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道４７７号
京都府
キョウトフ

左京区
サキョウク

大原
オオハラ

小出
コイデ

石
イシ

町
チョウ

～百
モモ

井
イ

町
チョウ

倒木

9/4 15:40～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり
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国道３７１号

和歌山県
ワカヤマケン

伊都郡
イトグン

高野町
コウヤチョウ

高野山
コウヤサン

～

　有田郡
アリダグン

有田川町
アリダガワチョウ

上湯川
カミユカワ

倒木

9/5 1:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３７１号 和歌山県
ワカヤマケン

橋本
ハシモト

市
シ

彦谷
ヒコタニ

倒木

9/5 1:40～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３７１号 和歌山県
ワカヤマケン

伊都郡
イトグン

高野町
コウヤチョウ

平原
ヒラハラ

倒木

9/5 1:40～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１５２号 長野県
ナガノケン

伊那市長谷
イナシナハセ

倒木

9/4 23:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３５２号 新潟県
にいがたけん

魚沼市
うおぬまし

銀山
ぎんざん

平
だいら

～福島
ふくしま

県境
けんきょう

土砂流出

9/4 23:30全面通行止め
人身・物損：無し
孤立集落：なし
迂回路：有り

国道４０２号
長岡市
ながおかし

寺泊
てらどまり

野積
のづ

～新潟市
にいがたし

西蒲区
にしかんく

間瀬
まぜ

倒木

9/4 23:30全面通行止め
人身・物損：無し
孤立集落：なし
迂回路：有り

国道４１８号 長野県下伊那郡天龍村神原
ナガノケンシモイナグンテンリュウムラカミハラ

土砂流出

9/5 0:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１５２号 長野県
ナガノケン

伊那市
イナシ

高遠町
タカトオマチ

倒木

9/5 0:15～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１２０号
栃木県
ト チ ギ ケ ン

日光市金精ゲート
ニ ッ コ ウ シ コ ン セ イ ゲ ー ト

～群馬
グンマケ

県
ン

利根郡
ト ネ グ ン

片品村
カタシナムラ

東小川
ヒガシコガワ

倒木

9/4 22:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道３７１号 和歌山県
ワカヤマケン

田辺市
タナベシ

九川
クガワ

倒木

9/4 22:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：あり（75世帯　89人）
※午前中に関電が倒木を撤去し、孤立解消見込み
・迂回路：なし

国道４８０号
和歌山県
ワカヤマケン

伊都郡
イトグン

かつらぎ町
チョウ

花園
ハナゾノ

久木
クキ

～花園
ハナゾノ

中南
ナカミナミ

倒木

9/4 22:25～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道１５１号 愛知県
アイチケン

東栄町
トウエイチョウ

古
フッ

戸
ト

土砂崩落

・9/4 22:25～　全面通行止め
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり
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被災による通行止め：なし

（２）都道府県・政令市道
９月４日　１１：００ ９月５日　５：００
被災による通行止め：計１区間 被災による通行止め：計１０２区間
・兵庫県　 １区間（崩土１区間） ・北海道 ５区間 （倒木５区間）

・岩手県 １区間 （倒木１区間）
・長野県 ９区間 （倒木９）
・栃木県 １区間 （倒木１）
・群馬県 １区間 （倒木１）
・新潟県 ３区間 （倒木２区間、小屋倒壊１区間）
・石川県 ２区間 （倒木２区間）
・岐阜県 ２区間 （電柱倒壊１区間、倒木１区間）
・静岡 １区間 （電柱倒壊１区間）
・愛知県 ２区間 （民地からコンテナ流出１区間、土砂崩落１区間）
・三重県 ２区間 （落石１区間、法面崩落１区間）
・滋賀県 ３区間 （倒木３区間）
・京都府 １０区間 （倒木５区間、崩土１区間、電柱倒壊２区間、

　落石２区間）
・兵庫県 ２区間 （崩土１区間、倒木１区間）
・奈良県 １６区間 （倒木１３区間、崩土１区間、路面陥没１区間、

　電柱倒壊１区間）
・和歌山県 ２７区間 （倒木１８区間、電柱倒壊４区間、崩土３区間、

　落石１区間、信号機倒壊１区間）
・島根県 １区間 （法面崩落１区間）
・徳島県 １２区間 （路面冠水５区間、倒木７区間）
・香川県 １区間 （路肩崩壊１区間）
・高知県 １区間 （法面崩壊１区間）

○鉄道（9月5日　4:00現在）
（施設の被害等）

・西日本旅客鉄道　関西空港線　関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突

・南海電気鉄道　空港線　関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突

・南海電気鉄道　本線　尾崎駅火災

・叡山電鉄　鞍馬線　二軒茶屋～鞍馬　倒木、沿線家屋倒壊

（過去の運行状況）

・ 9月 4日 （ 4:00現在）　7 事業者  22 路線　運転休止 

・ 9月 4日 （11:00現在） 17 事業者  59 路線　運転休止 

（運行状況）

　34 　事業者 　88　路線　運転休止

国道２５６号
長野県飯田市知久平
ナガノケンイイダシチクダイラ

～長野県飯
ナガノケンイイダ

田市下久堅
シシモヒサカタ

路面陥没

9/5 2:00～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

国道４８０号
和歌山県
ワカヤマケン

伊都郡
イトグン

かつらぎ町
チョウ

花園
ハナゾノ

南
ミナミ

倒木

9/5 2:40～
・人身・物損：なし
・孤立集落：なし
・迂回路：あり

北海道旅客鉄道 宗谷線 名寄～稚内

東日本旅客鉄道 花輪線 鹿角花輪～盛岡

北海道旅客鉄道 根室線 新得～根室

北海道旅客鉄道 釧網線 釧路～網走

北海道旅客鉄道 留萌線 深川～留萌

北海道旅客鉄道 根室線 富良野～東鹿越

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等

北海道旅客鉄道 函館線 函館～長万部

北海道旅客鉄道 函館線 長万部～倶知安

北海道旅客鉄道 室蘭線 長万部～東室蘭

北海道旅客鉄道 石勝線 南千歳～夕張
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近畿日本鉄道 吉野線 全線

弘南鉄道 弘南線 全線

道南いさりび鉄道 道南いさりび鉄道線 全線

阪急電鉄 京都線 全線

阪急電鉄 千里線 全線

阪急電鉄 嵐山線 全線

西日本旅客鉄道 おおさか東線 全線

四国旅客鉄道 土讃線 阿波池田～土佐山田

四国旅客鉄道 徳島線 佃～佐古

四国旅客鉄道 牟岐線 徳島～海部

西日本旅客鉄道 北陸線 大聖寺～金沢

西日本旅客鉄道 紀勢線 新宮～和歌山市

西日本旅客鉄道 和歌山線 全線

西日本旅客鉄道 関西空港線 日根野～関西空港 関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突

西日本旅客鉄道 大糸線 全線

西日本旅客鉄道 湖西線 山科～近江今津

西日本旅客鉄道 北陸線 米原～近江塩津

西日本旅客鉄道 北陸線 長浜～敦賀

西日本旅客鉄道 高山線 全線

西日本旅客鉄道 七尾線 全線

西日本旅客鉄道 城端線 全線

西日本旅客鉄道 氷見線 全線

東海旅客鉄道 高山線 美濃太田～下呂

東海旅客鉄道 飯田線 新城～辰野

東海旅客鉄道 身延線 芝川～身延

東海旅客鉄道 名松線 全線

東海旅客鉄道 紀勢線 亀山～多気

東海旅客鉄道 参宮線 伊勢市～鳥羽

東海旅客鉄道 参宮線 多気～伊勢市

東海旅客鉄道 東海道線 大垣～米原

東日本旅客鉄道 飯山線 長野～十日町

東日本旅客鉄道 磐越西線 馬下～五泉

東日本旅客鉄道 弥彦線 全線

東海旅客鉄道 紀勢線 多気～新宮

東日本旅客鉄道 越後線 柏崎～吉田

東日本旅客鉄道 小海線 小淵沢～小海

東日本旅客鉄道 白新線 岡谷～塩尻

東日本旅客鉄道 大糸線 信濃大町～南小谷

東日本旅客鉄道 羽越線 新津～新発田

東日本旅客鉄道 羽越線 村山～鶴岡
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南海電気鉄道 高野線 全線

南海電気鉄道 多奈川線 全線

南海電気鉄道 加太線 全線

南海電気鉄道 高師浜線 全線

叡山電鉄 叡山本線 全線

叡山電鉄 鞍馬線 全線 二軒茶屋～鞍馬　倒木、沿線家屋倒壊

嵯峨野観光鉄道 嵯峨野観光線 全線

南海電気鉄道 南海本線 全線 尾崎駅火災

阪堺電気軌道 上町線 全線

水間鉄道 水間線 全線

泉北高速鉄道 泉北高速鉄道線 全線

近江鉄道 八日市線 全線

和歌山電鐵 貴志川線 全線

阪堺電気軌道 阪堺線 全線

えちぜん鉄道 勝山永平寺線 全線

えちぜん鉄道 三国芦原線 全線

近江鉄道 本線 全線

近江鉄道 多賀線 全線

天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 全線

樽見鉄道 樽見線 全線

長良川鉄道 越美南線 美濃市～北濃

養老鉄道 養老線 全線

万葉線 高岡軌道線 全線

万葉線 新湊港線 全線

大井川鐵道 大井川本線 全線

大井川鐵道 井川線 全線

富山地方鉄道 呉羽線 全線

富山地方鉄道 支線 全線

北陸鉄道 石川線 全線

北陸鉄道 浅野川線 全線

富山ライトレール 富山港線（鉄・軌） 全線

富山地方鉄道 本線 全線

富山地方鉄道 立山線 全線

富山地方鉄道 上滝線 全線

あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道線 全線

えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン 泊～糸魚川

えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン 二本木～直江津

のと鉄道 七尾線 七尾～能登中島

弘南鉄道 大鰐線 全線

IRいしかわ鉄道 IRいしかわ鉄道線 全線
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○自動車関係

■高速バス関係

74 事業者で 310 路線運休 5 事業者で 5 路線一部運休

小湊鉄道（株） 木更津－羽田 運休

小湊鉄道（株） 袖ケ浦－東京 運休

小湊鉄道（株） 木更津－渋谷 運休

小湊鉄道（株） 五井－羽田空港 運休

小湊鉄道（株） 五井－横浜 運休

小湊鉄道（株） 木更津－新宿 運休

小湊鉄道（株） 木更津－川崎 運休

小湊鉄道（株） 木更津－品川 運休

小湊鉄道（株） 木更津－横浜 運休

東京空港交通（株） 木更津－羽田空港 運休

日東交通（株） 木更津－羽田空港 運休

日東交通（株） 木更津－横浜 運休

日東交通（株） 木更津－川崎 運休

日東交通（株） 木更津－品川 運休

日東交通（株） 君津－羽田空港 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－関西 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－白馬、栂池 運休

関東自動車（株） 栃木－京都、大阪 運休

山梨交通（株） 甲府－京都・大阪 運休

山梨交通（株） 甲府－名古屋 運休

桜交通（株） 新宿－京都、梅田、難波 運休

京王バス（株） 新宿－飛騨高山 運休

京王バス（株） 新宿－木曽福島 運休

京王バス（株） 新宿、渋谷－神戸、姫路 運休

千葉中央バス（株） ＴＤＲ、上野－京都 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港、横浜駅－箱根桃源台 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港、品川駅、川崎駅、横浜駅－房総半島方面 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京駅、バスタ新宿－京都、大阪、三宮 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－関西 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－名古屋 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－金沢 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－岡山 運休

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－島根 運休

北都交通㈱ 札幌～稚内 運休

宗谷バス㈱ 札幌～稚内 運休

庄内交通（株） 酒田・鶴岡～京都・大阪 運休

（株）桜交通 仙台・郡山～関西 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京駅、バスタ新宿－大阪駅、湊町ＢＴ 運休

ジェイアールバス関東（株） USJ、大阪駅－小諸駅 運休

黒部峡谷鉄道 本線 全線

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

北海道中央バス㈱ 札幌～函館 運休

道南バス㈱ 札幌～函館 運休

北都交通㈱ 札幌～函館 運休

南海電気鉄道 和歌山港線 全線

南海電気鉄道 空港線 全線 関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突

信楽高原鐵道 信楽高原鐵道線 全線

紀州鉄道 紀州鉄道線 全線
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トラビスジャパン（株） 須坂～京都・大阪線 運休

長電バス（株） 長野～京都・大阪/USJ・神戸線 運休

伊那バス（株） 箕輪～名古屋線 運休

千曲バス（株） 軽井沢～京都・大阪線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～名古屋線 運休

西日本ジェイアールバス（株） 金沢～大阪線 運休

加越能バス（株） 高岡～名古屋線 運休

加越能バス（株） 高岡～金沢線 運休

加越能バス（株） 氷見・富山～東京線 一部運休

イルカ交通（株） 高岡～名古屋線 運休

北陸鉄道（株） 金沢～高山線 運休

北陸鉄道（株） 金沢～富山線 運休

北陸鉄道（株） 金沢～高岡線 運休

北陸鉄道（株） 加賀温泉・金沢～渋谷・八王子線 運休

北鉄金沢バス（株） 金沢～大阪線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～大阪線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～名古屋線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～高山線 運休

富山地方鉄道（株） 富山～金沢線 運休

北陸鉄道（株） 金沢～名古屋線 運休

北陸鉄道（株） 金沢～新潟線 運休

アルピコ交通（株） 長野～大阪線 運休

アルピコ交通（株） 白馬～京都・大阪線 運休

アルピコ交通（株） 松本～高山線 運休

アルピコ交通（株） 上高地～大阪線 運休

信南交通（株） 箕輪～大阪線 運休

信南交通（株） 箕輪～名古屋線 運休

新潟交通（株） 新潟～富山線 運休

越後交通（株） 三条・長岡～京都・大阪線 運休

アルピコ交通（株） 松本～名古屋線 運休

アルピコ交通（株） 松本～大阪線 運休

アルピコ交通（株） 茅野～大阪線 運休

アルピコ交通（株） 長野～名古屋線 運休

杉崎観光バス(株) 東京－関西方面 運休

杉崎観光バス(株) 東京－山陰方面 運休

杉崎観光バス(株) 東京－北陸方面 運休

杉崎観光バス(株) 東京－中国方面 運休

新潟交通（株） 新潟～金沢線 運休

新潟交通（株） 新潟～大阪線 運休

西武観光バス(株) 大宮－京都 運休

西武観光バス(株) 大宮－南紀白浜 運休

日本中央バス(株) 群馬－京都、大阪、奈良 運休

江ノ電バス藤沢(株) 戸塚－堺 運休

西東京バス(株) 新宿、横浜－丸亀、高松 運休

関東鉄道(株) 水戸、土浦、つくば－京都、大阪 運休

富士急行（株） 富士山－大阪 運休

富士急行（株） 富士山－新宿 一部運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－四国 運休

東京バス（株） 東京－名古屋 運休

西武観光バス(株) 新宿、池袋－富山、高岡、氷見 一部運休

西武観光バス(株) 大宮－ＵＳＪ 運休

小湊鉄道（株） 茂原－羽田空港・横浜 運休

東急トランセ（株） 渋谷－袖ケ浦・木更津 運休

富士急行（株） 富士五湖－高山 運休
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三重交通（株） 名古屋⇔南紀 運休

三重交通（株） 松阪⇔南紀 運休

三重交通（株） 伊勢⇔津なぎさまち（AP連絡） 運休

三重交通（株） 桑名～中部国際空港 運休

濃飛乗合自動車（株） 松本線 通常運行

東濃鉄道（株） 都市間高速西可児名古屋線 運休

東濃鉄道（株） 都市間高速桜ケ丘ハイツ名古屋線 運休

三重交通（株） 長島温泉・四日市～大阪・神戸三宮 運休

三重交通（株） 京都⇔四日市・津 運休

三重交通（株） 名古屋⇔伊賀 運休

濃飛乗合自動車（株） 新宿線 運休

濃飛乗合自動車（株） 名古屋線 運休

濃飛乗合自動車（株） 岐阜線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 金沢線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 白川郷線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 富山線 通常運行

岐阜乗合自動車（株） 高速高山線（岐阜～高山） 一部運休

岐阜乗合自動車（株） 高速岐阜八幡線 運休

岐阜乗合自動車（株） 高速名古屋線 運休

濃飛乗合自動車（株） 河口湖・富士山線 運休

濃飛乗合自動車（株） 京都・大阪線 運休

濃飛乗合自動車（株） 扇沢線 通常運行

名阪近鉄バス（株） 中部国際空港～京都駅 運休

名阪近鉄バス（株） 名神ハイウェイバス　大阪線・京都線 運休

WILLER EXPRESS（株） 名古屋～東京 通常運行

遠州鉄道株（株） 浜松駅⇔ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵ 通常運行

遠州鉄道株（株） 浜松・磐田・掛川⇔中部国際空港 通常運行

岐阜乗合自動車（株） 高速白川郷線（名鉄バスセンター～鳩ヶ谷・白川郷） 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～福井 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～大阪 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～京都 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～高山 運休

ジェイアール東海バス（株） 金城ふ頭駅⇔中部国際空港 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 静岡・浜松⇔金城ふ頭⇔京都・大阪線 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋・長島線 運休

名鉄バス（株） 名古屋・土岐線 運休

豊鉄バス（株） 豊橋京都線 運休

豊鉄バス（株） 新城名古屋藤が丘線 運休

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～神戸 通常運行

ジェイアール東海バス（株） 名古屋～金沢 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～高山 運休

名鉄バス（株） 名古屋～白川郷 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～京都 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋・高岡－氷見 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～八幡浜 運休

名鉄バス（株） 名古屋～熊本 運休

名鉄バス（株） 名古屋～長野 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～上高地 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～金沢 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～福井 運休

名鉄バス（株） 名古屋～神戸 通常運行

名鉄バス（株） 名古屋～富山 通常運行

おんたけ交通（株） 木曽福島～バスタ新宿 運休

名鉄バス（株） 名古屋～松本 通常運行
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大阪空港交通（株） 関西空港～大阪駅 運休

大阪空港交通（株） 関西空港～京都 運休

大阪空港交通（株） 関西空港～神戸三宮 運休

大阪空港交通（株） 関西空港～西宮 運休

大阪空港交通（株） 関西空港～茨木 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～なんば 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～新大阪 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～上本町 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～あべの 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～京都 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～神戸 運休

西日本JRバス 津山 運休

西日本JRバス 西脇・加西 運休

西日本JRバス 観音寺・丸亀 運休

西日本JRバス 松山 運休

西日本JRバス 高知 運休

大阪空港交通（株） 大阪空港～大阪駅 運休

西日本JRバス 有馬～京都 運休

西日本JRバス 京都～舞鶴 運休

西日本JRバス 米子 運休

西日本JRバス 鳥取 運休

西日本JRバス 出雲 運休

西日本JRバス 岡山 運休

西日本JRバス 広島 運休

西日本JRバス 浜田 運休

西日本JRバス 東京駅 運休

西日本JRバス 大阪～三田 運休

西日本JRバス 浜松・静岡 運休

西日本JRバス 白浜 運休

西日本JRバス 高松京都線 運休

西日本JRバス 高松大阪線 運休

西日本JRバス 高松神戸線 運休

近鉄バス(株) 京都駅前～大分 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～高山 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～小浜 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～福山 運休

西日本JRバス 名神神戸線 運休

南海バス 姫路線 運休

南海バス 徳島線 運休

南海バス 岡山線 運休

南海バス 高松線 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～甲府 運休

福井鉄道（株） わかさライナー（小浜～大阪） 通常運行

福井鉄道（株） 大阪線（福井～大阪） 通常運行

福井鉄道（株） 名古屋線（福井～名古屋） 一部運休

南海バス 堺・大阪・なんば・京都～柏崎・長岡・三条線 運休

南海バス 鳴門・徳島～大阪線 運休

京福バス（株） 福井～東京 通常運行

京福バス（株） 福井～京都、大阪 通常運行

京福バス（株） 福井～名古屋 運休

京福バス（株） 一乗谷朝倉特急バス 通常運行

京福バス（株） 小松空港線 通常運行

三重交通（株） 四日市～大阪 運休

三重交通（株） 四日市～中部国際空港 運休
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奈良交通(株) 大阪空港線 運休

阪神バス(株) 大阪・神戸～川之江・新居浜・西条・今治方面 運休

阪神バス（株） 伊丹空港線 運休

阪神バス（株） 関西空港線 運休

阪神バス（株） 高速線 運休

奈良交通(株) 定期観光バス全便 運休

淡路交通(株) 都志線 運休

淡路交通(株) 長田線 運休

阪神バス(株) 大阪・神戸～大洲・宇和島・城辺方面 運休

阪神バス(株) 大阪～鳴門・徳島方面 運休

阪神バス(株) 神戸～鳴門・徳島方面 運休

淡路交通(株) 縦貫線（岩屋～洲本） 運休

淡路交通(株) 縦貫線（洲本～福良） 運休

淡路交通(株) 西浦・一宮線 運休

淡路交通(株) 由良線 運休

淡路交通(株) 鳥飼線 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・西浦線 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・福良線 運休

淡路交通(株) 舞子・福良線 運休

淡路交通(株) 大阪・洲本線 運休

淡路交通(株) 淡路・徳島線 運休

丹後海陸交通(株) 高速バス全便 運休

全但バス（株） 湯村線 運休

全但バス(株) 城崎線 運休

淡路交通(株) 三ノ宮・洲本線 運休

淡路交通(株) 学園都市・洲本線 運休

関西空港交通（株） 関西空港～スカイシャトル 運休

日本交通（株） 関西空港～なんば 運休

日本交通（株） 鳥取・倉吉・米子～大阪・神戸 運休

日本交通（株） 舞鶴・福知山～大阪・神戸 運休

日本交通（株） 鳥取・米子～京都 運休

関西空港交通（株） 関西空港～学研都市 運休

関西空港交通（株） 関西空港～大和八木 運休

関西空港交通（株） 関西空港～和歌山 運休

関西空港交通（株） 関西空港～高野山 運休

関西空港交通（株） 関西空港～尼崎 運休

関西空港交通（株） 関西空港～姫路 運休

関西空港交通（株） 関西空港～岡山 運休

関西空港交通（株） 関西空港～徳島 運休

関西空港交通（株） 関西空港～高松 運休

関西空港交通（株） 関西空港～奈良 運休

関西空港交通（株） 関西空港～守口 運休

関西空港交通（株） 関西空港～枚方 運休

関西空港交通（株） 関西空港～東大阪 運休

関西空港交通（株） 関西空港～京都 運休

関西空港交通（株） 関西空港～神戸 運休

関西空港交通（株） 関西空港～西宮 運休

関西空港交通（株） 関西空港～上本町 運休

関西空港交通（株） 関西空港～あべのハルカス 運休

関西空港交通（株） 関西空港～なんばOCAT 運休

関西空港交通（株） 関西空港～南港・USJ 運休

関西空港交通（株） 関西空港～大阪空港・蛍池 運休

関西空港交通（株） 関西空港～茨木 運休

関西空港交通（株） 関西空港～大阪駅前 運休
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京阪バス（株） 「京都 午後の半日　二条城・龍安寺」HC/CWコース 運休

京阪バス（株） 京都　→　関西国際空港 運休

京阪バス（株） 枚方・寝屋川　→　関西国際空港 運休

京阪バス（株） 守口　→　関西国際空港 運休

京阪バス（株） 京都　→　津　線 運休

京阪バス（株） 「スカイバス京都　ぐるっと一周ドライブ」W1/W2コース 運休

京阪バス（株） 「スカイバス京都　ドライブ＆金閣寺・清水寺」WA/WBコース運休

京阪バス（株） 朝の禅寺 坐禅体験と世界遺産上賀茂神社特別参拝」AKコース 運休

京阪バス（株） ○「幕末維新の志士たちゆかりの地をたずねて」Lコース 運休

京阪バス（株） 京の旧邸の美をたずねて」LSコース 運休

京阪バス（株） 京都・大津　→　上野・東京ディズニーリゾート・千葉　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　高松　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　徳島　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　有馬　線 運休

京阪バス（株） 「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)コース 運休

京阪バス（株） 京都　→　岡山・倉敷　線 運休

京阪バス（株） 「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)コース 運休

京阪バス（株） 京都　→　松山　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　米子　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　四日市　線 運休

阪急バス（株） 大阪・京都 ⇔ 新潟 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 宮津・峰山 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 湯村温泉・浜坂 運休

名阪近鉄バス（株） 京都　→　中部国際空港（セントレア）　線 運休

京阪バス（株） 京都　→　福山　線 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 津名・洲本 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 阿波池田 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 高知 運休

阪急バス（株） 大阪・京都 ⇔ 長野 運休

阪急バス（株） 大阪 ⇔ 伊那・箕輪 運休

阪急バス（株） 大阪～兼六園下 運休

阪急バス（株） 大阪～JR出雲市駅 運休

阪急バス（株） 大阪～三次 運休

阪急バス（株） 大阪～三次車庫 運休

阪急バス（株） 大阪～中国新見 運休

阪急バス（株） 大阪～松本バスターミナル 運休

阪急バス（株） 大阪～茅野駅 運休

阪急バス（株） 大阪～八ヶ岳 運休

阪急バス（株） 大阪～万代シティバスセンター 運休

阪急バス（株） 大阪～富山駅前 運休

阪急バス（株） 大阪～三次 運休

阪急バス（株）
大阪～高松駅高速バスターミナ
ル

運休

阪急バス（株） 京都駅八条口～有馬温泉 運休

阪急バス（株） 大阪～八幡浜 運休

阪急バス（株） 大阪～松山室町営業所 運休

阪急バス（株） なんば～徳島駅前 運休

阪急バス（株） 大阪～井川 運休

阪急バス（株） 大阪～兼六園下 運休

阪急バス（株） 大阪～峰山案内所 運休

阪急バス（株） 大阪～有馬温泉 運休

奈良交通(株) 学研関空線 運休

奈良交通(株) 奈良関空線 運休

奈良交通(株) 八木関空線 運休

熊野交通(株) 定期観光バス全便 運休
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日本交通㈱ 倉吉～大阪・神戸線 通常運行

一畑バス㈱ 出雲～広島 通常運行

一畑バス㈱ 松江～鳥取 通常運行

一畑バス㈱ 出雲～大阪線 通常運行

日本交通㈱ 鳥取～大阪・神戸線 通常運行

日本交通㈱ 鳥取～京都線 通常運行

日本交通㈱ 米子～大阪線 通常運行

日本交通㈱ 米子～京都線 通常運行

日本交通㈱ 米子～神戸線 通常運行

㈱中国バス 三次～新大阪 通常運行

日ノ丸自動車㈱ 鳥取～姫路 通常運行

日ノ丸自動車㈱ 鳥取～松江 通常運行

日ノ丸自動車㈱ 倉吉～岡山 通常運行

日ノ丸自動車㈱ 出雲～岡山 通常運行

広交観光㈱ 広島～今治 通常運行

㈱中国バス 尾道、府中、福山～大阪 通常運行

㈱中国バス 甲山・府中・福山～神戸 通常運行

㈱中国バス 福山～京都 通常運行

㈱中国バス 神辺～大阪 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 岡山～米子、松江、出雲 通常運行

広交観光㈱ 広島～神戸 通常運行

広交観光㈱ 広島～岡山 通常運行

広交観光㈱ 広島～徳山 通常運行

広交観光㈱ 広島～高知 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～大阪 運休

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～京都 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 松江、出雲～神戸 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 浜田、江津、益田～大阪 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 岡山、倉敷～大阪 通常運行

本四海峡バス（株） あわ神あわ姫バス 運休

本四海峡バス（株） 関空リムジンバス 運休

本四海峡バス（株） 阿波エクスプレス 運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～京都、大阪 通常運行

中国ジェイアールバス（株） 広島～出雲 運休

神姫バス(株) 神戸～USJ線 運休

神姫バス(株) 大阪空港線 運休

神姫バス(株) 関西国際空港線 運休

本四海峡バス（株） 大磯号 運休

本四海峡バス（株） かけはし号 運休

神姫バス(株) 神戸～松山線 運休

神姫バス(株) 神戸～阿波池田線 運休

神姫バス(株) 三ノ宮～五色線 運休

神姫バス(株) 三ノ宮～洲本線 運休

神姫バス(株) 三ノ宮～福良線 運休

神姫バス(株) 津山～京都線・津山～大阪線 運休

神姫バス(株) 姫路～鳥取線 運休

神姫バス(株) 神戸～徳島線 運休

神姫バス(株) 神戸～高松・丸亀線 運休

神姫バス(株) 神戸～高知線 運休

神姫バス（株） SKY BUS KOBE（神戸市内定期観光バス） 運休

神姫バス(株) 姫路・神戸～渋谷・新宿線 運休

神姫バス(株) 神戸～岡山・倉敷線 運休

神姫バス(株) 神戸～広島線 運休

神姫バス(株) 西脇～大阪線 運休
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伊予鉄バス㈱ 八幡浜・松山～大阪 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～神戸 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～徳島 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～徳島 通常運行

高松エクスプレス㈱ 高松・鳴門～大阪 通常運行

高松エクスプレス㈱ 高松・鳴門～神戸 通常運行

大川自動車㈱ 高松～徳島 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～京都 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～京都 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～大阪 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～神戸 通常運行

四国高速バス㈱ 丸亀・善通寺～神戸・大阪 通常運行

四国高速バス㈱ 高松～関西空港 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～広島 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 観音寺・坂出～三宮・大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 松山～神戸・大阪・京都 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～神戸・大阪・京都 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高知～岡山 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～高知 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～京都 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～神戸・ＵＳＪ 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 高松～関西空港 通常運行

四国交通㈱ 阿波池田～大阪 通常運行

四国交通㈱ 阿波池田～神戸 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～京都 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～大阪 通常運行

ジェイアール四国バス㈱ 徳島～神戸 通常運行

徳島バス 徳島～高松 通常運行

徳島バス 徳島～松山 通常運行

徳島バス 徳島～高知 通常運行

海部観光㈱ 徳島～京都 通常運行

海部観光㈱ 徳島～神戸・大阪・伊丹 通常運行

徳島バス 徳島～神戸 通常運行

徳島バス 徳島～関西空港 通常運行

徳島バス 室戸・阿南・徳島～大阪 通常運行

徳島バス 徳島～広島 通常運行

徳島バス 徳島～岡山 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～大阪 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～京都 通常運行

下津井電鉄㈱ 岡山～高知 通常運行

徳島バス 徳島～京都 通常運行

徳島バス 徳島～大阪 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～出雲 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～徳島 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～高知 通常運行

中鉄バス㈱ 岡山～出雲 通常運行

中鉄バス㈱ 倉敷～神戸 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～大阪 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～京都 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～神戸 通常運行

両備ホールディングス㈱ 岡山～関西空港 運休

両備ホールディングス㈱ 岡山～広島 通常運行

一畑バス㈱ 出雲～岡山 通常運行
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・路線バス関係

38 事業者で 95 路線運休 3 事業者で 17 路線一部運休

豊鉄バス（株） 路線全線 運休
富士急静岡バス（株） 新富士駅～富士駅前～富士宮駅～富士宮口五合目線 運休

名鉄バス（株） 名鉄バスセンター～フェリー埠頭 運休
名鉄バス（株） 刈谷地区 一部運休
名鉄バス（株） 春日井・小牧地区 一部運休
豊鉄バス（株） 全路線 運休
知多乗合（株） 空港バス 運休
知多乗合（株） 路線全線 運休

名阪近鉄バス（株） 大垣市（上石津地区） 運休
名阪近鉄バス（株） 輪之内町 運休
名阪近鉄バス（株） 養老町 運休
名阪近鉄バス（株） 垂井町 運休
名阪近鉄バス（株） 揖斐川町 運休
名阪近鉄バス（株） 大垣市、羽島市、瑞穂市、海津 運休

西日本ジェイアールバス（株） 才田線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 中尾線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 医王山線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 牧線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 循環線 運休
名阪近鉄バス（株） 大垣市 運休

富山地方鉄道（株） 水橋東部団地線 一部運休
富山地方鉄道（株） 済生会病院経由水橋東部団地線 一部運休
富山地方鉄道（株） 赤十字病院－猪谷線 一部運休
富山地方鉄道（株） 堤防経由八尾線 通常運行
加越能バス（株） 南砺金沢線 運休
西日本ジェイアールバス（株） 名金線 運休

北鉄奥能登バス（株） 路線バス全線 運休
小松バス（株） 路線バス全線 運休
富山地方鉄道（株） 富山～平湯線 運休
富山地方鉄道（株） 富山～神岡線 運休
富山地方鉄道（株） 富山～城端線 運休
富山地方鉄道（株） 水橋経由滑川線 一部運休

北陸鉄道（株） 加賀ゆのさと特急 運休
北陸鉄道（株） 小松空港リムジンバス 運休
北陸鉄道（株） 路線バス全線 運休
北鉄金沢バス（株） 路線バス全線 運休
加賀白山バス（株） 路線バス全線 運休
北鉄能登バス（株） 路線バス全線 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）
アルピコ交通（株） 松本～高山線 運休
北陸鉄道（株） 輪島特急バス 運休
北陸鉄道（株） 珠洲特急線 運休
北陸鉄道（株） 珠洲宇出津特急線 運休
北陸鉄道（株） 富来急行線 運休

西日本鉄道（株） 福岡～東京 運休

西日本鉄道（株） 福岡～名古屋 運休

長崎自動車(株) 長崎～名古屋 運休

九州産交バス（株） 熊本～名古屋 運休

とさでん交通㈱ 高知～松山 通常運行

高知西南交通㈱ 宿毛・大月・清水・四万十～高知 通常運行

大分交通（株） 大分・別府-三宮・大阪・京都 運休

大分バス（株） 大分-京都 運休

亀の井バス（株） 大分・別府-京都 運休

とさでん交通㈱ 高知～神戸 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～岡山 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～広島 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～徳島 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～高松 通常運行

瀬戸内運輸㈱ 今治・新居浜～神戸・大阪 通常運行

瀬戸内運輸㈱ 今治～広島 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～東京 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～京都・名古屋 通常運行

とさでん交通㈱ 高知～大阪 通常運行

伊予鉄バス㈱ 松山～高知 通常運行

宇和島自動車㈱ 城辺・宇和島・大洲～神戸・大阪 通常運行
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江若交通(株) 坂本ケーブル線（比叡山坂本駅～ケーブル坂本駅） 運休
熊野交通(株) 川丈線 運休

六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～六甲有馬ロープウェー山頂駅 運休
六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～摩耶ロープウェー山上駅 運休
六甲山観光(株) 六甲山ケーブル山上駅～六甲ガーデンテラス 運休
江若交通(株) エコバス（堅田駅～守山駅間運行） 運休
江若交通(株) 堅田駅～免許センター（佐川美術館）循環線 運休
江若交通(株) 堅田駅～ピエリ守山・マリオットホテル循環線 運休

神戸市交通局 全系統 通常運行
神姫バス（株） 山崎地区 運休
神姫バス（株） 明石地区 運休
神姫バス（株） 神戸地区 運休
神姫バス（株） 三木地区 運休
神姫バス（株） 西脇地区 運休

京都バス（株） 京都駅前～比叡山頂【51系統】 運休
京都バス（株） 出町柳駅前～広河原【32系統】 運休
京阪京都交通（株） 園部大橋～園部駅西口～明治国際医療大学【45系統】 運休
京阪京都交通（株） 桂駅東口～ＪＲ桂川駅前～明治国際医療大学【77系統】 運休
京阪京都交通（株） 京都駅八条口〜岡山駅西口〜倉敷駅北口【京都岡山倉敷線】 運休
京阪京都交通（株） 園部駅西口～かやぶきの里～美山町自然文化村【園部・美山周遊バス】 運休

奈良交通（株） 大和上市駅～大台ヶ原 運休
阪急バス(株) 粟生団地線 運休
南海バス(株) ポートターミナル線 運休
近鉄バス(株) 大阪教育大線 運休
京阪バス（株） 比叡山ドライブバス全便 運休
京阪バス（株） 比叡山内シャトルバス全便 運休

福井鉄道（株） 越前市 一部運休
福井鉄道（株） 越前町 一部運休
福井鉄道（株） 南越前町 一部運休
福井鉄道（株） 池田町 一部運休
大和交通（株） おおい町田庄地区 運休
大和交通（株） 小浜市深野～小浜市後瀬町 運休

三重交通（株） 南紀営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
京福バス（株） 県内路線バス全線 通常運行
福井鉄道（株） 敦賀市・美浜町 一部運休
福井鉄道（株） おおい町 一部運休
福井鉄道（株） 福井市 一部運休
福井鉄道（株） 鯖江市 一部運休

三重交通（株） 四日市営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
三重交通（株） 中勢（津）営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
三重交通（株） 伊賀営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
三重交通（株） 松阪営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
三重交通（株） 伊勢営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休
三重交通（株） 志摩営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休

三重交通（株） 白山・美杉地区 コミュニティバス 通常運行
三重交通（株） 紀北いこかバス 通常運行
三重交通（株） 尾鷲市コミュニティバス 通常運行
三重交通（株） 全県スク-ル便等 通常運行
三重交通（株） 志摩スペイン村線 通常運行
三重交通（株） 桑名営業所管内全線（コミュニティ含む） 運休

濃飛乗合自動車（株） げろバス萩原　川西北・南線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） げろバス金山　菅田・東線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 高山市・下呂市・飛騨市・白川村・白川町・東白川村 運休
東濃鉄道（株） 全路線 運休
北恵那交通（株） 岐阜県中津川市全域 運休
三重交通（株） 津伊勢空港連絡バス 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 馬瀬線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 湯屋線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 加子母線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 東上田線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 合掌村線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） げろバス下呂　上原線･中原線 通常運行

濃飛乗合自動車（株） 高山～新穂高線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 荘川線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 朝日線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 平湯・ほおのき平～乗鞍線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 高山～神岡線 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 高山～下呂線 通常運行

しずてつジャストライン（株） 安倍線　「梅ヶ島温泉」系統　 一部運休
しずてつジャストライン（株） 安倍線　「上落合」系統　 一部運休
しずてつジャストライン（株） 藁科線　「日向」系統　　 一部運休
岐阜乗合自動車（株） リトルワールド・モンキーパーク線 運休
濃飛乗合自動車（株） 五箇山相倉と白川郷 通常運行
濃飛乗合自動車（株） 五箇山菅沼と白川郷 通常運行

富士急静岡バス（株） 水ヶ塚公園駐車場～富士宮口五合目 運休
富士急行（株） 御殿場駅　～　須走口五合目　線 運休
富士急行（株） 御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ　～　須走口五合目　線 運休
富士急行（株） ふじあざみﾗｲﾝ仮設駐車場～須走口五合目線 運休
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・自動車道 12路線

・トラック関係 1事業者において車両浸水被害

・自動車検査場

○海事関係

・53事業者64航路において運休又は一部運休、75事業者81航路で運航再開

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（株） 江差～奥尻 運休

北日本海運(株) 函館～青森 一部運休

共栄運輸(株) 函館～青森 一部運休

津軽海峡フェリー（株） 函館～青森 一部運休

大阪府 和泉自動車検査登録事務所 〃
奈良県 奈良運輸支局 〃
兵庫県 姫路自動車検査登録事務所 〃
三重県 四日市自動車検査場 〃
京都府 京都南自動車検査場 〃
滋賀県 滋賀運輸支局 〃

奈良県 高円山線 全線通行止め
奈良県 芦有ドライブウェイ 全線通行止め

都道府県 運輸支局・事務所 被害状況
兵庫県 兵庫陸運部 避難指示により業務停止
大阪府 大阪運輸支局 検査コースのみ閉鎖
大阪府 なにわ自動車検査登録事務所 〃

徳島県 津峯スカイライン 全線通行止め
京都府 嵐山高雄パークウェイ 全線通行止め
滋賀県 奥比叡ドライブウェイ 全線通行止め

京都府・滋賀県 比叡山ドライブウェイ 全線通行止め
大阪府・奈良県 信貴生駒スカイライン 全線通行止め

奈良県 新若草山線 全線通行止め

㈲嶺北観光自動車 田井～樫山線 通常運行

全線通行止め

都道府県 路線名 被害状況

愛知県 三ヶ根山スカイライン 全線通行止め
三重県 伊勢志摩スカイライン 全線通行止め
福井県 三方五湖有料道路 全線通行止め

岐阜県・滋賀県 伊吹山ドライブウェイ 全線通行止め

高知西南交通㈱ 全線 通常運行
㈲嶺北観光自動車 田井～本山～西石原～峰石原線 通常運行
㈲嶺北観光自動車 田井～本山～冬の瀬線 通常運行
㈲嶺北観光自動車 田井～伊勢川線 通常運行
㈲嶺北観光自動車 田井～大川～黒丸～日の浦線 通常運行
㈲嶺北観光自動車 日の浦～長沢～桑瀬～寺川線 通常運行

琴参バス㈱ 全線 通常運行
大川自動車㈱ 全線 通常運行
小豆島オリーブバス㈱ 全線 通常運行
とさでん交通㈱ 全線 通常運行
㈱県交北部交通 全線 通常運行
高知東部交通㈱ 全線 通常運行

徳島バス㈱ 全線 通常運行
徳島市営バス 全線 通常運行
四国交通㈱ 出合　経由　祖谷線 通常運行
四国交通㈱ 大歩危　経由　祖谷線 通常運行
ことでんバス㈱ 全線 通常運行
琴参バス㈱ 本島コミュニティーバス線 通常運行

明光バス（株） 田辺駅⇔医療センター⇔三段壁 運休
明光バス（株） 田辺駅⇔富田橋・上富田庁舎前⇔三段壁 運休
明光バス（株） 白浜駅⇔日置駅 運休
明光バス（株） 田辺駅⇔栗栖川 運休
明光バス（株） 白浜町内 運休
明光バス（株） 快速 熊野古道号（白浜空港・三段壁⇔田辺駅⇔熊野本宮⇔新宮駅） 運休

熊野交通(株) 医療センター線 運休
和歌山バス那賀 かつらぎ町コミュニティバス 運休
和歌山バス那賀 紀の川市地域巡回バス 運休
和歌山バス 空港リムジンバス 運休
南海りんかんバス 橋本・林間田園都市路線バス 運休
南海りんかんバス 高野山内路線バス・急行バス 運休

熊野交通(株) 高田線 運休
熊野交通(株) 小口線 運休
熊野交通(株) 篠尾線 運休
熊野交通(株) 瀞八丁線 運休
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三洋汽船 笠岡～佐柳本浦 運休

三洋汽船 笠岡～六島 運休

六口丸海運 小島観光港～本島 運休

高福ﾗｲﾅｰ 家島～姫路 運航再開

瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運休

両備フェリー 岡山～土庄 運航再開

瀬戸内観光汽船 日生～大部 運休

三洋汽船 白石～笠岡 運休

沼島汽船 沼島～土生 一部運休

高速いえしま 家島～姫路 運航再開

坊勢汽船 西島～坊勢～男鹿～姫路 運航再開

高山知久 坊勢～姫路 運航再開

坊勢渡船 坊勢～網手 運航再開

新日本海フェリー 舞鶴～小樽 一部運休

南海フェリー 和歌山～徳島 一部運休

ジャンボフェリー 神戸～坂手～高松 運航再開

淡路ｼﾞｪﾉﾊﾞﾗｲﾝ 明石～岩屋 運航再開

OMこうべ 神戸空港～関西空港 運休 ポンツーンの幌が剥離

フェリーさんふらわあ 大分～神戸 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 一部運休

名門大洋フェリー 大阪～新門司 一部運休
南港フェリーターミナルの人道橋が強風によ
り損傷

阪九フェリー 新門司～神戸 一部運休

阪九フェリー 新門司～泉大津 一部運休

名鉄海上観光船 師崎～篠島・日間賀島 運航再開

富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 運航再開

エスパルスドリームフェリー 清水～土肥 一部運休

津エアポートライン 津新港～空港島 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志 運休

太平洋フェリー株式会社 名古屋～仙台～苫小牧 一部運休

伊勢湾フェリー（株） 鳥羽～伊良湖 運航再開

鳥羽市 鳥羽～神島 運航再開

西尾市 一色～佐久島 運航再開

志摩マリンレジャー 賢島～和具 運航再開

箱根観光船㈱ 箱根町～湖尻桃源台 運航再開

伊豆箱根鉄道㈱ 箱根関所跡～湖尻 運航再開

（公財）東京都公園協会 東京水辺ライン 運航再開

佐渡汽船 新潟～両津 運休

佐渡汽船 直江津～小木 運休

商船三井フェリー(株) 大洗～苫小牧 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

東京湾フェリー㈱ 金谷～久里浜 運休

東京都観光汽船㈱ 浅草～日の出 運航再開

シーパル女川汽船（株） 女川～江島 一部運休

シィライン（株） 青森～佐井 運休

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運休

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島 一部運休

東海汽船㈱ 熱海～大島 運休

津軽海峡フェリー（株） 函館～大間 運休

川崎近海汽船（株） 八戸～苫小牧 一部運休

川崎近海汽船（株） 宮古～室蘭 一部運休

酒田市 酒田～勝浦 運休

網地島ライン（株） 石巻～田代島～網地島 一部運休
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観音寺市 伊吹島～観音寺 運航再開

出羽島連絡事業 牟岐～出羽島 運航再開

伊島連絡交通事業 伊島～答島 運航再開

ごごしま 興居島（由良･泊）～松山（高浜） 運航再開

新居浜市 大島～黒島（新居浜） 運航再開

雌雄島海運 男木～高松 運航再開

本島汽船 本島～丸亀 運航再開

備讃フェリー 丸亀～広島 運航再開

三洋汽船 多度津～佐柳 運航再開

粟島汽船 須田～粟島～宮の下 運航再開

九四オレンジフェリー 八幡浜～臼杵 運航再開

四国急行フェリー 高松～宇野 運航再開

松山・小倉フェリー 松山～小倉 運航再開

小豆島豊島フェリー 宇野～小豆島（土庄） 運航再開

豊島フェリー 家浦～高松 運航再開

芸予汽船 今治～土生 運航再開

上島町 長崎～深浦 運航再開

上島町 魚島～弓削～土生 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～別府 運航再開

宇和島運輸 八幡浜～臼杵 運航再開

四国汽船 高松～宮浦～宇野 運航再開

四国汽船 本村～宇野 運航再開

石崎汽船 松山～広島（宇品） 運航再開

中島汽船 三津浜～中島 運航再開

四国開発フェリー 東予～新居浜～神戸～大阪 運航再開

四国フェリー 岡山～小豆島（土庄） 運航再開

小豆島フェリー 高松～小豆島（土庄） 運航再開

小豆島フェリー 姫路～福田 運航再開

内海フェリー 高松～草壁 運航再開

国際フェリー 高松～小豆島（池田） 運航再開

上関航運 祝島～柳井 運休

周防大島町 久賀～前島 運休

周防大島町 情島～伊保田 運休

福山市 鞆～仙酔島 運休

島前町村組合 来居～別府 運休

備後商船 常石～尾道 運航再開

走島汽船 走島～鞆 運休

牛島海運 牛島～室積 運休

熊南総合事務組合 馬島～麻里布～佐合島～佐賀 運休

上関町 八島～上関 運休

瀬戸内海汽船 広島・呉～松山 運航再開

豊田一男 宝伝～犬島 運休

大生汽船 大多府～日生 運休

瀬戸内市緑の村公社 前島～牛窓 運休

大崎汽船 白水～竹原 運休

平郡航路 平郡～柳井 運休

尾道フェリー 細島～因島（西浜） 運休

隠岐汽船 隠岐島～七類・境 一部運休

斎島汽船 斎島～久比 運休

花本智博 音戸～警固屋 運休

藤井一彦 金風呂～笠岡 運休

岩国柱島海運 岩国～柱島 運休
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○港湾関係（海岸保全施設を含む）

■施設等の点検状況

兵庫県 姫路港 国際拠点 点検中 点検中

兵庫県 尼崎西宮芦屋港 重要 点検中 点検中

兵庫県 東播磨港 重要 点検中 点検中

兵庫県 兵庫県全域 地方 点検中 点検中

大阪府 堺泉北港 国際拠点 点検中 点検中

大阪府 阪南港 重要 点検中 点検中

大阪府 大阪府全域 地方 点検中 点検中

兵庫県 神戸港 国際戦略 点検中 点検中

大東海運 泊～南北大東 運休（出航延期）

水納海運 水納～渡久地 運航再開

都道府県名 港湾名 港格 港湾施設 海岸保全施設

大阪府 大阪港 国際戦略 点検中 点検中

十島村 鹿児島～十島～名瀬 運航再開

三島村 鹿児島～三島 運航再開

屋久島町 宮之浦～口永良部～島間 運休

伊是名村 伊是名～運天 運航再開

伊平屋村 伊平屋～運天 運航再開

日豊汽船 島浦～浦城 運航再開

日南市 大島～目井津 運航再開

奄美海運 鹿児島～喜界～知名 一部運休

折田汽船 鹿児島～屋久島 運休

岩崎産業 鹿児島～種子島・屋久島 一部運休

蒲江交通 蒲江～深島 運航再開

やま丸 津久見～保戸島 運航再開

大入島観光フェリー 大入島～佐伯 運航再開

佐伯市 大島～佐伯 運航再開

宮崎カーフェリー 宮崎～神戸 一部運休

青島海運 青島～長浜 運航再開

津島渡船 津島～今治 運航再開

田中輸送 大島～八幡浜 運航再開

オーシャントランス 北九州～徳島～東京 運航再開

国道九四フェリー 佐賀関～三崎 運航再開

高知県 長浜～種崎 運航再開

鳴門市 黒崎～高島 運航再開

鳴門市 岡崎～土佐泊 運航再開

新喜峰 安居島～北条 運航再開

松山市 中須賀～鹿島 運航再開

岩城汽船 岩城～土生 運航再開

盛運汽船 戸島･日振～宇和島 運航再開

宿毛フェリー 宿毛～佐伯 運航再開

須崎市 坂内～埋立 運航再開

宿毛市 沖の島～片島 運航再開

大三島ブルーライン 今治～大崎上島（木江）･大三島（宗方） 運航再開

今治市 岡村～今治 運航再開

今治市 津島～津 運航再開

くるしま 馬島～波止浜 運航再開

シーセブン 伯方島（尾浦）～大島（宮窪） 運航再開
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■臨港道路の事前通行規制、速度規制

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等

山形県 山形県 重要 酒田港
【事前通行規制】
高波が見込まれるため臨港道路「宮海線」「宮海北護岸線」
通行止め（9/4 16:00～）

高知県 高知港 重要 点検中 点検中

高知県 須崎港 重要 点検中 点検中

高知県 宿毛港湾 重要 点検中 点検中

高知県 高知県全域 地方 点検中 点検中

愛媛県 愛媛県全域 地方 点検済 点検済

愛媛県 四国西南航路 航路 点検済 -

愛媛県 鼻栗瀬戸航路 航路 点検済 -

愛媛県 来島海峡航路 航路 点検済 -

愛媛県 三島川之江港 重要 点検済 点検済

愛媛県 東予港 重要 点検済 点検済

愛媛県 新居浜港 重要 点検済 点検済

愛媛県 宇和島港 重要 点検済 点検済

香川県 香川県全域 地方 点検中 点検中

香川県 備讃瀬戸航路 航路 点検中 -

愛媛県 松山港 重要 点検済 点検済

愛媛県 今治港 重要 点検済 点検済

徳島県 橘港 重要 点検中 点検中

徳島県 徳島県全域 地方 点検中 点検中

香川県 高松港 重要 点検中 点検中

香川県 坂出港 重要 点検中 点検中

広島県 広島港 国際拠点 点検済 点検済

広島県 広島県全域 地方 点検済 点検済

広島県 音戸瀬戸航路 航路 点検済 -

徳島県 徳島小松島港 重要 点検中 点検中

岡山県 岡山県全域 地方 点検中 点検中

広島県 福山港 重要 点検済 点検済

広島県 尾道糸崎港 重要 点検済 点検済

広島県 呉港 重要 点検済 点検済

鳥取県 鳥取県全域 地方 点検中 点検中

岡山県 岡山港 重要 点検中 点検中

岡山県 宇野港 重要 点検中 点検中

岡山県 水島港 国際拠点 点検中 点検中

和歌山県 和歌山下津港 国際拠点 点検中 点検中

和歌山県 日高港 重要 点検中 点検中

和歌山県 和歌山県全域 地方 点検中 点検中

鳥取県 鳥取港 重要 点検中 点検中
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■港湾施設（海岸保全施設含む）の被害状況

大阪府 大阪府 国際拠点 堺泉北港

【助松地区】【夕凪地区】
ソーラスフェンス一部破損

【堺２区】
岸壁が浸水、近畿圏臨海防災センターの資材飛散・フェンス
破損、トレーラー横転

【臨港道路】
港島トンネル浸水（通行止め）

都道府県名 管理者名 港格 港湾名 港湾地区名・海岸名及び被害状況等

福井県 福井県 重要 敦賀港

【川崎・松栄地区】
強風により、岸壁で仮置き中のコンテナが転倒、上屋の
シャッターが破損、臨港道路沿いの植栽が倒木

【鞠山南地区】
強風により、ふ頭用地内において、コンテナが転倒、フェンス
が破損・倒壊、上屋のシャッター・ひさしが破損

三重県
四日市港
管理組合

国際拠点 四日市港
【霞ふ頭地区】
越波により、臨港道路「霞１号幹線」の歩道舗装が剥がれて
車道に飛散。既に回収済みであり、現在は車両通行可能

大阪府 大阪市 国際戦略 大阪港

【舞洲コンテナターミナル】【ライナーふ頭】【国際フェリーふ
頭】
複数のコンテナが流出

【夢洲コンテナターミナル】
ＲＴＧ２基等が倒壊、複数のコンテナが流出、ヤード内でコン
テナが転倒

【臨港道路】
新木津川大橋、夢舞大橋が通行止め

【大正内港地区】
はしけ15隻・作業船12隻が漂流→所有者等に回収・撤去指
示済み

【南港北地区】
コスモスクエア駅バスロータリーの東屋屋根破損、コスモ海
浜緑地の施設一部破損

【南港地区】
上屋の屋根破損、フェリーターミナル第１桟橋斜道路の破損

【港地区】
上屋の屋根破損

【北港北地区】
白津岸壁フェンス破損、舞洲フェンス破損

【北港南地区】
Ｃ－１０岸壁トランステナー損傷

愛知県 愛知県 重要 衣浦港
【事前通行規制（解除済）】
強風により臨港道路「武豊美浜線」通行止め（9/4 15:00～
16:30）

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（解除済）】
強風により臨港道路「霞4号幹線」通行止め（9/4 9:00～
18:00）

兵庫県 神戸市 国際戦略 神戸港

【事前通行規制（解除済）】
臨港道路「ハーバーウェイ」通行止め（9/4 12:25～20:30）

【事前通行規制（解除済）】
臨港道路「摩耶大橋」通行止め（9/4 12:25～19:50）

【事前通行規制（解除済）】
臨港道路「空港大橋」通行止め（9/4 12:40～16:30）

東京都 東京都 国際戦略 東京港
【事前通行規制】【速度規制】
強風により臨港道路「東京ゲートブリッジ」通行止め（9/4
18:30～23:00）、速度規制（9/4 23:00～）

東京都 東京都 国際戦略 東京港
【事前通行規制】【速度規制】
強風により臨港道路「レインボーブリッジ」速度規制（9/4
16:50～）
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○航空関係

■関西国際空港

・滑走路、誘導路等

第１ターミナルビル側Ａ滑走路の滑走路及び駐機場のほぼ全域が冠水

　しており、９月４日１２時よりＡ・Ｂ滑走路とも閉鎖中。なお、再開時期は未定

　（9/5中の再開予定はなし）

・航空保安無線施設

　航空保安無線施設の一部を予防的に停止しており、夜明けに当該施設の

　現場確認を実施する予定。（9/5 05:00目処）

・第１ターミナルビル及び第２ターミナルビルに滞留している旅客は約３，０００名。

　非常食（乾パン、ビスケットなど）や水、非常物資（ブランケットなど）を配付。

　また、９月５日朝からバスの運行を開始する方向で調整中（時間未定）。

　当該バスは日根野、泉佐野へピストン輸送を実施予定。

・旅客船は、9月5日(水)6時頃より関西国際空港から神戸空港で運航開始(無料)。

■中部国際空港、大阪国際空港、徳島空港

・空港運用へ影響を与えるような空港施設等への被害はなし

・立入禁止柵の一部破損（中部国際空港、徳島空港）

・搭乗橋の接続部の破損及びガラス破損（大阪国際空港）

■その他の空港

・空港施設等に異常なし

和歌山県 和歌山県 重要 日高港 浮桟橋ならびに船舶が陸上に打ち上げ

徳島県 国 - -
徳島海陽沖GPS波浪観測灯浮標（ブイ）が流出。9/4 15時時
点で設置場所から北方約3.4kmに位置

兵庫県 兵庫県 重要 東播磨港
【東二見地区】
臨港道路が浸水（通行止め）

兵庫県 兵庫県 地方 洲本港 浮桟橋が一部破損

和歌山県 和歌山県 国際拠点 和歌山下津港

【才賀崎地区】
工業団地浸水、緑地護岸一部破損等

【本港地区】
ガントリークレーン不具合、ソーラスフェンス破損

【その他】
マリーナ施設損傷、ボートパーク内の小型船舶が転覆

兵庫県 神戸市 国際戦略 神戸港
【六甲アイランド地区】
複数のコンテナが高潮により流出、ヤード内でコンテナ転
倒、臨港道路が浸水・障害物一部残置

【ポートアイランド地区】
岸壁・ヤード浸水、一部停電、コンテナ落下等

兵庫県 兵庫県 重要
尼崎西宮
芦屋港

【鳴尾浜地区】
ガントリークレーン倒壊、臨港道路が浸水

【甲子園地区】
民間施設の建物等が火災、消防活動中

【前浜地区】
防潮堤外側の水叩きに小型船舶の打ち上げ

【西宮地区】
中古車複数台が火災、防波堤に土運船と貨物船が接触、陸
閘が３～４基転倒、臨港道路冠水

【南芦屋浜地区】
コンテナ等の打ち上がり
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■欠航便

 ◯４日の欠航便数（２３時時点）９７９便

(内訳)

ＡＮＡ３３７便

ＪＡＬ３４２便

その他３００便

 ◯５日の欠航便数（０２時時点）２２８便

(内訳)

ＡＮＡ５６便

ＪＡＬ６６便

その他１０６便

○公園

国営公園

1公園で被害報告あり

○街路

・阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業：仮囲い転倒・傾斜、防音パネル脱落、昇降足場転倒

○官庁施設

大阪合同庁舎第４号館（近畿運輸局等入居）、１号館別館及び２号館において、窓ガラス破損等の被害有り。

その他、中部地方整備局管内の１施設で屋根の一部破損被害有り。

上記施設で、継続使用不能な施設は無し。

○物流関係、下水道、公営住宅等関係、観光関係

・現時点で被害情報なし

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

直　通：０３－５２５３－８４６１

都道府県 所在地名 管理者 施設名 被害状況等 対応状況等

京都府、大阪
府

大山崎町、大
阪市　他

国土交通省
近畿地方整備
局淀川河川事
務所

淀川河川公園
①浸水による漂着ゴミ、ヘドロ堆積等
②管理所、トイレの浸水

全地区閉園中
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