
運休 件 事業者

一部運休 件 事業者

通常運行 件

合計 件

○自動車関係

・高速バス関係

4 事業者で 7 路線運休 1 事業者で 1 路線一部運休

災　害　情　報
平成30年7月14日18 :00現在

国土交通省自動車局

平成30年7月豪雨によるバス路線の運休・復旧状況
※赤字部分は前回取りまとめ時点からの復旧路線

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

7

1

5

13

4

1

7/11～7/16運休予定

(株)ジャムジャムエクスプレス 関東〜広島 一部運休

（株）オー・ティー・ビー 関東〜松永 運休

広交観光㈱ 広島～今治 運休
7月15日より運行再開（中
国道迂回）

芸陽バス(株) 広島～豊栄

広島電鉄（株） 広島～倉敷 通常運行

運休

芸陽バス(株) 広島～竹原 運休

中国ジェイアールバス（株）
クレアライン（広島～呉・阿賀・
広）

運休

中国ジェイアールバス（株） 広島～岡山 通常運行

両備ホールディングス㈱ 広島～岡山 通常運行

瀬戸内運輸（株） 今治～広島 運休 7/15通常運行予定

広島電鉄（株） 広島～米子 通常運行

広島電鉄（株） クレアライン 運休 広島ＢＣ－呉 代替運行

下津井電鉄㈱ 岡山～福岡 通常運行
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運休 件 事業者

一部運休 件 事業者

通常運行 件

・路線バス関係 合計 件

20 事業者で 47 路線運休 22 事業者で 47 路線一部運休

濃飛乗合自動車（株） 下呂市（げろバス金山）菅田線 運休

47

16

岡山駅～渋川・おもちゃ王国線（特急）両備ホールディングス（株）

日ノ丸自動車㈱ 智頭線 運休

濃飛乗合自動車（株） 下呂市（げろバス下呂）上原線 通常運行

京福バス（株） 茱崎線 一部運休 7月10日より福井駅～居倉間にて通常運行

20

22

47

110

一部運休

京福バス（株）

両備ホールディングス（株） 宇野駅～王子ヶ岳線 一部運休 迂回運行

両備ホールディングス（株） 岡山駅～荘内～渋川三丁目線

迂回運行

海岸地域バス 運休

一部運休

両備ホールディングス（株） 岡山駅～宇野駅～渋川三丁目線 一部運休

両備ホールディングス（株）
東児市民センター～すこやかセン
ター線

一部運休 迂回運行

両備ホールディングス（株） 岡山駅～上山坂～宇野駅線 運休

北振バス（株） 井原～与井～共和・弥高山入口 一部運休 折り返し運行

北振バス（株） 井原～山野下市・山野田原 通常運行

北振バス（株） フジグラン前・加茂支所前～山野田原 通常運行

北振バス（株） 嫁いらず観音線（井原あいあいバス） 通常運行

北振バス（株） 馬越恭平線（井原あいあいバス） 通常運行

北振バス（株） 北条早雲線（井原あいあいバス） 通常運行

日ノ丸自動車㈱ 智頭線 通常運行

（有）豊平交通 全線 運休

(株)中国バス 上下府中線 運休

(株)中国バス 目崎～菅～市 運休

(株)中国バス 南宮台団地線 運休

(株)中国バス 金丸線 一部運休 折り返し運行

(株)中国バス 尾道・瓦焼線 一部運休 折り返し運行

(株)中国バス 本庄循環線 運休

(株)中国バス 菅線 運休

(株)中国バス 山岡線 運休

(株)中国バス 服部線 一部運休 折り返し運行

(株)中国バス 柞磨線 一部運休 折り返し運行

広交観光㈱ 井原線 運休

鞆鉄道（株） 三成線 運休

広島バス（株） ３０号線 運休

広島電鉄（株） 呉倉橋線 通常運行

広島電鉄（株） 阿賀音戸の瀬戸線 一部運休  

広島電鉄（株） 仁方川尻線・広長浜線 一部運休

広島電鉄（株） 郷原黒瀬線 運休

広島電鉄㈱ 広島国際大学線 運休

広島電鉄（株） 焼山熊野苗代線 通常運行

広島電鉄（株） 矢野～熊野・焼山方面 運休

広島電鉄（株） 広島～熊野・焼山方面（東雲経由） 一部運休

広島電鉄（株） 広島～熊野焼山方面（新幹線口経由） 一部運休

広島電鉄（株） 三段峡線(在来） 通常運行

広島電鉄（株） 琴谷線 一部運休

広島電鉄（株） 呉エリア全線 運休 一部運行再開

広島電鉄（株） 熊野、矢野方面 一部運休 （呉エリア）　迂回運行

広島交通㈱ 桧山線 一部運休

おのみちバス㈱ 駅渡船～岩子島～向島支所 運休

安浦交通㈱ 安浦地区循環バス 運休

防長交通（株） 徳山駅前～須金線 一部運休
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防長交通（株） 周南記念病院・下松駅～笠戸・深浦 一部運休

防長交通（株） 下松駅前～切山 一部運休

防長交通（株） 徳山駅前（末武）久保団地・岩国駅前 一部運休

防長交通（株） 由宇駅～舟木 一部運休
中国ジェイアールバス
㈱

西条線（西条～サイエンスパー
ク）Ｃ－２２、Ｃ－２３

運休
中国ジェイアールバス
㈱

西条線（西条～下見～広島大
学）Ｃ－２０３、Ｃ－２０５

運休
中国ジェイアールバス
㈱

西条線（八本松～広島大学～八
本松）Ｃ－１９、Ｃ－１２０

運休

芸陽バス（株） 南幸線 運休

芸陽バス（株） 三迫線 運休

芸陽バス（株） 畑賀線 運休

芸陽バス（株） 広島ＢＣ－一貫田 運休

芸陽バス（株） 阿戸線 運休

芸陽バス（株） 広島ＢＣ－八本松駅 運休

芸陽バス（株） 広島ＢＣ－西条駅 運休

芸陽バス（株） 東雲線 運休

芸陽バス（株） 安芸南線 運休

芸陽バス（株） 榎山線 運休

芸陽バス（株） 海田町循環コミュニティバス 運休

芸陽バス（株） 西条駅－東広島駅 一部運休 減便運行

芸陽バス（株） 東広島駅－竹原 運休

芸陽バス（株） 東広島駅－安芸津 運休

芸陽バス（株） 西条駅－広島ＢＣ 一部運休
西条駅－八本松駅間のみ運
行

芸陽バス（株） 西条駅－広島大学線 一部運休 「日祝日ダイヤ」で運行

防長交通（株） 周南、柳井エリア 一部運休

サンデン交通(株) 仙崎線 一部運休 大河内バス停付近土砂崩

中鉄バス（株） 第３７号系統　妙仙寺線 運休

中鉄北部バス（株） 第７４号系統　（ス）高下線 一部運休 折り返し運行

中鉄北部バス（株）
第　９４号系統　（奥津川）勝北
支所　線

一部運休 折り返し運行

㈱井笠バスカンパニー 神島循環線 一部運休 折り返し運行
㈱井笠バスカンパニー 笠岡-ベイファーム 一部運休 折り返し運行

㈱井笠バスカンパニー 寄島-新倉敷 運休

いわくにバス㈱ 大迫線 一部運休 迂回運行

いわくにバス㈱ 大藤線 一部運休 迂回運行

瀬戸内産交 １系統（営農センター～安芸灘大橋～中国労災病院）運休

瀬戸内産交 ２系統（沖友天満宮～安芸灘大橋～中国労災病院）運休

京阪バス（株） 「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)コース 運休 ７月27日まで運休

京阪バス（株） 「大原三千院と比叡山延暦寺」Qコース 通常運行

阪急バス（株） 東能勢線２６，１２６系統 一部運休 下止々呂美〜止々呂美ふるさと自然館前

阪急バス（株） 西能勢線 一部運休 名月峠～口山内

阪急バス（株） 西鈴神戸線　１５１系統 一部運休 神戸駅前～ひよどり台北町

阪急バス（株） 西鈴神戸線　１５０・１５８系統 一部運休 神戸駅前～シルバーカレッジ前

阪急バス（株） 表六甲線 運休

神姫バス（株） 押部谷（栄）～神戸駅南口 運休

神姫バス（株） 大二谷～北播磨医療センター 一部運休 豊地～大二谷

京都バス（株） 出町柳駅前～広河原　３２系統 一部運休 貴船口〜広河原

京都バス（株） 国際会館駅前～鞍馬温泉　５２系統 一部運休 市原～鞍馬温泉

近江鉄道（株） 長命寺線 一部運休 長命寺～休暇村

全但バス（株） 波見線 運休

丹後海陸交通（株） 経ヶ岬線 一部運休 里波見～奥波見

京阪京都交通（株） 別院コース 一部運休 春日部～万願寺　他

四国交通㈱ 山城線 一部運休 池田バスターミナル～相川橋間のみ運行

伊予鉄バス㈱ 海上線 一部運休 横河原駅～滑川間のみ運行

宇和島自動車㈱ 宇和島市内（宇和島～明浜町田之浜） 通常運行

宇和島自動車㈱ 西予市（明浜町田之浜～宇和島） 通常運行

宇和島自動車㈱ 西予市（西予市民病院～野村） 運休 7/15より通常運行予定

宇和島自動車㈱ 西予市（野村～大洲オズメッセ） 運休 7/15より通常運行予定

宇和島自動車㈱ 西予市（野村～上辰の口） 運休

宇和島自動車㈱ 宇和島市内（岩松～船間） 通常運行
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宇和島自動車㈱ 宇和島市内（宇和島～蒋渕） 通常運行

宇和島自動車㈱ 大洲市内（大洲～鹿野川） 一部運休 大洲～鳥首まで

宇和島自動車㈱ 宇和島市内（福浦～立間） 通常運行
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