
１．中国運輸局の体制について  7月 6日 15:00 警戒体制
 7月 8日  9:00 非常体制
 9月 5日 11:30 警戒体制
11月 6日 12:00 注意体制
12月25日 16:00 体制解除

○鉄道関係
（施設の被害等）

○鉄道（1月9日 14:00現在）
（施設の被害等）

西日本旅客鉄道　芸備線　西三次構内　土砂流入

西日本旅客鉄道　芸備線　西三次～志和地間　斜面崩壊

西日本旅客鉄道　芸備線　井原市～志和口間　土砂流入

西日本旅客鉄道　芸備線　白木山～狩留家間　橋梁流失

（運行状況）

○自動車関係
・バス関係

・高速バス関係

・路線バス関係

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等 再開予定

西日本旅客鉄道 芸備線 三次～狩留家

・西三次構内：土砂流入
・西三次～志和地：斜面崩壊
・井原市～志和口：土砂流入
・白木山～狩留家：橋梁流失

２０１９年秋頃

  運転休止なし

（株）日の丸タクシー
真備地区コミュニティタクシー
（区域運行）

一部運休

河川決壊により車両水没

　・（現状）
　８月１日から南ルート（船穂
公民館行き）は通常運行を再
開。８月１日から「まび復興支
援バス」として従来の東ルー
ト・西ルート・南ルート（吉備真
備駅行き）の一部を補完する
無料バスの運行を開始。（株）
日の丸タクシーが倉敷市の委
託を受け、８月は代替した２８
人乗りバス、９月からはジャン
ボタクシーにより運行中。

　・（見通し）
　「まび復興支援バス」(従来
の東ルート・西ルート・南ルー
ト（吉備真備駅行き）の一部を
補完する無料バス)について
は、平成３０年１２月２９日を
もって運行を終了。運休して
いた東ルート・西ルート・南
ルート（吉備真備駅行き）は平
成３１年１月４日から再開。

  運転休止なし

平成30年7月豪雨による各モード被害状況等について

 （貨物）

災 害 情 報

平成３１年１月９日１５：００現在
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・タクシー関係

都道府県名

広島県

江田島バス㈱
第３０系統
中町桟橋～是長～三高桟橋

一部運休

・（現状）運行経路上の県道３
６号線が２か所崩落のため、
「中町桟橋」～「是長口」～「是
長」～「美能」の区間を運休
中、「美能」～「三高桟橋」の
区間は運行中。
・（見通し）県道３６号線の復
旧は手つかずの状態。当分
の間、運休区間は元に戻らな
い。復旧は来年３月の予定。

防長交通（株） 由宇駅～舟木 一部運休

折り返し運行
・（現状）由宇駅～舟木公会堂
前 B/S止めにて運行。舟木
B/Sから300ｍの地点の岩国
市道において、道路の下が崩
落。
・（見通し）今年度中に復旧で
きるかどう か未定 。

芸陽バス（株） 畑賀線 一部運休

・（現状）畑賀正－海田市駅間
で小型車両を使用し折り返し
運行を9/4より開始した。9/10
より平日のみ乗務員2名での
運行へ変更し、朝夕サービス
時間帯を拡大した。
・（見通し）災害支援車両や工
事車両の往来が多く、小型車
両で運行せざるを得ない。引
き続き災害前の運行ダイヤへ
戻すことが難しい。小型車を
使用している都合、広島バス
センターへの乗り入れができ
ない。

芸陽バス（株） 阿戸線 一部運休

・（現状）9/10より、瀬野駅－
阿戸間での折り返し運行で運
行再開した。
・（見通し）沿線からバスセン
ター乗入れ便の再開要望が
あり変更したいが、現在のと
ころダイヤ改正の準備に取り
掛かることができないため保
留している。

(株)中国バス 尾道・瓦焼・原田線 一部運休

・（現状）8/1県道３８４号線の
通行止めが解除となったが、
一般車両は通行可能だが、
大型車両は通行不可のた
め、瓦焼までの２９－２号系統
は運行し、瓦焼より以北とな
る原田までの２９－１号系統
は休止。　　　　　　　　　　　・
（見通し）大型車両が通行可
能になるのは来年３月以降の
予定

(株)中国バス 服部線 一部運休

・（現状）県道４１９号線の服
部本郷付近が道路崩落によ
り、通行止めとなっているた
め、フジグラン前～新山間の
折り返し運行をしている。
・（見通し）大型車両が通行可
能になるのは来年３月以降の
予定

おのみちバス㈱ 駅渡船～岩子島～向島支所 一部運休

・（現状）向島島内の尾道市道
（津部田１１号線）の道路状態
が悪いため、県道３１７号線
の迂回により、起点から終点
まで運行している。
・（見通し）今後もこの迂回運
行をしばらく続ける予定。

被害状況

車両１両水没し、運転手1名死亡(株)さくらタクシー 営業中 雨

事業者名 運休状況 主たる原因
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・トラック関係
 ・自治体からの要請に基づき、府県トラック協会による物資輸送を実施

飲料水、シャベル、軍手、タ
オル、こたつフロアマット等 真備総合公園体育館

7月18日 岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所

真備地区、水島地区避難所

7月11日 広島県

空パレット コンベックス岡山

岡山県トラック協会 消石灰 倉敷市真備町市場

岡山県トラック協会

2～３トン車
４台

7月17日 岡山県

広島県
スポーツドリンク、お茶、段
ボールベッド

１０トン車１
台

7月13日 広島県 広島県トラック協会
ブルーシート、簡易トイレ、
トイレットペーパー、紙オ
ムツ、飲料水、土嚢袋

竹原美術館、東広島市役所、呉市市
役所、絆ホール（呉市）、ＪＡ呉江能
選果場（江田島市）

4トン車５
台、２トン車
１台、１０ト
ン車１台

ブルーシート、
飲料水、軍手、養生テープ

海田町福祉センター、中国通運（株）
倉庫（竹原市）ＪＡ呉江能選果場（江
田島市）

4トン車２
台、１０トン

車１台

7月16日 倉敷市 岡山県トラック協会

２トン車１台

7月13日 岡山県 岡山県トラック協会

弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所
2～3トン車4

台

鳥取県内避難所 4t車1台

7月8日 広島県 広島県トラック協会 水、食料、毛布 尾道市役所 4t車１台

7月8日 鳥取県 鳥取県トラック協会 弁当 鳥取県内避難所 4t車３台

7月9日 広島県 広島県トラック協会 水、食料、毛布、土嚢
府中市役所、竹原市役所、熊野
町役場、絆ホール（呉市）、坂町

役場

4トン車１０
台

7月10日 広島県 広島県トラック協会 食料、衛生用品等
三原南小学校、絆ホール（呉

市）、坂町役場
4トン車３台

7月12日 岡山県

7月12日 広島県 広島県トラック協会
毛布、土嚢袋、タオル、ブルー

シート等
府中町役場、竹原市役所、熊野町倉
庫、坂町役場、尾道市水防倉庫

4トン車３
台、２トン車

１台

7月17日

広島県トラック協会

鳥取県トラック協会
ウェットティッシュ・飲料
水

愛媛県大津市 ２トン車１台

広島県トラック協会
食料、水、ブルーシー

ト、簡易トイレ等
呉市（病院、倉庫）、江田島市、竹原
市合同庁舎、坂町役場

4トン車７台

7月12日 島根県 島根県トラック協会 飲料水 桜江総合センター（島根県江津市） ２トン車１台

輸送日 要請元 要請先 輸送品目 輸送先 台数

7月7日 岡山県 岡山県トラック協会 毛布 岡山県井原市役所、倉敷市内避難所 2t車2台

7月7日 鳥取県 鳥取県トラック協会 弁当

7月12日 米子市

7月14日 広島県 広島県トラック協会
ブルーシート、
飲料水、ダンボールベッド、
スポットクーラー

南方コミュニティセンター（三原市）、
海田町役場、三原市防災ステーショ
ン、尾道市中央公民館、呉市まちづ
くりセンター、ＪＡ呉江能選果場（江田
島市）

4トン車７
台、２トン車

１台

１０トン車２
台

真備総合公園体育館

7月15日 広島県 広島県トラック協会 段ボールベッド、土嚢袋、作
業服

三原市沼田西小学校、ＪＡ呉江能選
果場（江田島市）

4トン車１
台、２トン車

１台

7月16日 広島県

2～３トン車
４台

7月18日 岡山県
１０トン車２

台

広島県トラック協会

7月13日 鳥取県 鳥取県トラック協会 土嚢袋 倉敷市真備町 4トン車３台

7月14日 岡山県 岡山県トラック協会
長靴、ブルーシート、延長コード、

スコップ、軍手 真備総合公園体育館 大型４台

7月17日

岡山県トラック協会
飲料水、シャベル、軍手、タ
オル、こたつフロアマット等

倉敷市

倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水

２トン車３台
海田町福祉センター、熊野町備蓄倉
庫、呉市天応まちづくりセンター
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三原市防災ステーション、熊野第
四小学校

スポーツドリンク、お茶

真備地区、水島地区避難所

真備地区、水島地区避難所

7月20日 倉敷市

7月27日 広島県 広島県トラック協会 ブルーシート、毛布

7月20日 岡山県 岡山県トラック協会
飲料水、シャベル、軍手、タ
オル,こたつフロアマット等

広島県トラック協会

スポーツドリンク、土嚢袋、
ティッシュペーハー、ペー
パータオル、ポリ袋、懐中電
灯、電池

坂町役場、絆ホール（呉市）、呉市安
浦まちづくりセンター

弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所

呉市役所川尻市民センター

飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館

7月27日 広島県 広島県トラック協会

呉市役所川尻市民センター、竹
原市シルバー人材センター、府中
町役場、海田町役場、東広島市
役所

7月28日 広島県 広島県トラック協会 土嚢袋

7月28日 広島県 広島県トラック協会

7月28日 倉敷市

１０トン車２
台

倉敷市

飲料水

坂町役場

広島県備蓄倉庫（三原市本郷）

岡山県トラック協会 弁当、飲料水

４トン車１台

7月27日

7月27日 広島県 広島県トラック協会 スポーツドリンク、お茶 熊野町防災備蓄倉庫、

岡山県トラック協会

広島県 広島県トラック協会

お茶、スコップ

ブルーシート 竹原市シルバー人材派遣ンター

広島県トラック協会

7月19日 岡山県 岡山県トラック協会
飲料水、シャベル、軍手、タ
オル、こたつフロアマット等 真備総合公園体育館

１０トン車２
台

7月19日 倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所
2～３トン車

４台

7月23日

7月23日

7月23日

4トン車３台、２
トン車１台、１
０トン車２台

7月18日 広島県

真備総合公園体育館

7月25日 倉敷市

土嚢袋、フトン
ＪＡ呉江能選果場（江田島市）、坂町
役場

4トン車2台、１
０トン車1台7月19日 広島県 広島県トラック協会

２トン車１台

7月30日 岡山県 岡山県トラック協会

真備総合公園体育館

絆ホール（呉市） ２トン車1台

真備総合公園体育館

岡山県トラック協会

２トン車１台

岡山県 岡山県トラック協会 お茶・水 真備総合公園体育館

お茶、スコップ、布団

4トン車２台、２ト
ン車３台

１０トン車１
台

広島県 広島県トラック協会 ゴミ箱他生活用品

岡山県トラック協会

岡山県トラック協会 スポーツドリンク 真備総合公園体育館
１０トン車２

台

岡山県

倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所 2トン車１台

弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所

広島県 広島県トラック協会
土嚢袋、ブルーシート、飲料

水、スポーツドリンク

竹原市シルバー人材派遣センター、
海田町役場、坂町役場、三原市沼田
川河川防災ステーション、矢野小学
校等

岡山県

2～３トン車
４台

岡山県

4トン車４台、２ト
ン車１台、３トン

車２台

真備地区、水島地区避難所

広島県トラック協会 長靴、高圧洗浄機

2～３トン車
４台

２トン車１台

１０トン車２
台

7月25日

ＪＡ呉江能選果場（江田島市） ４トン車1台

7月21日 倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所

矢野小学校（広島市安芸区）、小
屋浦ふれあいセンター（坂町）

２トン車１台

7月26日 倉敷市 岡山県トラック協会

7月22日 倉敷市 岡山県トラック協会
2～３トン車

４台

7月21日

7月21日

7月22日

スポーツドリンク

２トン車１台

４トン車１台

倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所 ２トン車１台

7月28日 広島県 広島県トラック協会
土嚢袋、ブルーシート、スポッ

トクーラー 東広島市役所、海田町役場 ４トン車１台

４トン車１台

7月29日

４トン車１台

広島県 広島県トラック協会 スポットクーラー

１０トン車1
台

7月20日 広島県

岡山県トラック協会 弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所 ２トン車１台

呉市役所川尻市民センター ４トン車１台

7月27日

7月27日 広島県 広島県トラック協会

１トン車１台

東広島市役所、東広島運動公園
体育館

４トン車１台

竹原美術館、竹原市社会福祉協
議会

４トン車１台

真備地区、水島地区避難所 ２トン車１台

7月25日 広島県

岡山県トラック協会

弁当、飲料水

１０トン車１
台

7月30日 広島県 広島県トラック協会
ブルーシート、スポットクー
ラー、スポーツドリンク

7月31日 広島県 広島県トラック協会
飲料水、土嚢袋、ブルーシー
ト、毛布

弁当、飲料水

飲料水

7月24日 倉敷市 岡山県トラック協会 弁当、飲料水

7月24日
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8月2日 広島県 広島県トラック協会 防塵マスク、ゴーグル
竹原市社会福祉協議会、竹原市
役所

２トン車１台

8月3日 広島県 広島県トラック協会 スポーツドリンク、お茶 東広島運動公園、坂町役場 ２トン車１台

8月3日 広島県 広島県トラック協会 スポットクーラー 広島県備蓄倉庫（三原市本郷）

8月3日

8月6日

8月7日

8月1日 広島県

8月6日

岡山県トラック協会 飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館

２トン車１台

岡山県

岡山県 岡山県トラック協会
飲料水・缶詰等、長座

布団
真備総合公園体育館、水島勤労
センター

１０トン車２
台

広島県トラック協会
スポーツドリンク・土嚢

袋・ブルーシート
坂町役場、小屋浦ふれあいセン
ター、三原市大和支所

４トン車２台

広島県 広島県トラック協会 土嚢袋・ブルーシート
三原市大和支所、三原市防災ス
テーション

東広島市総合福祉センター、坂
町役場、呉市役所、呉ポートパー
ク

４トン車３台

広島県

４トン車１台

１０トン車１
台

１０トン車１
台

4トン車１台、２ト
ン車２台

４トン車２台

8月1日 岡山県 岡山県トラック協会

8月4日 岡山県 岡山県トラック協会 飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館
１０トン車１

台

飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館

広島県トラック協会
飲料水、土嚢袋、ブルーシー
ト、お茶

呉市役所川尻市民センター、竹
原市シルバー人材センター、安芸
区役所、坂町役場

１０トン車１
台

8月9日 広島県 広島県トラック協会
スポーツドリンク・土嚢

袋・ブルーシート

8月17日 広島県 広島県トラック協会 土嚢袋・水 呉市営倉庫
１４トン車１

台

8月10日 広島県 広島県トラック協会 スポーツドリンク
本郷学習センター（三原市）、南
方コミュニティセンター（三原市）

４トン車１台

8月10日 岡山県 岡山県トラック協会
飲料水・缶詰等、長座

布団、空パレット

真備総合公園体育館、水島勤労
福祉センター、岡山県農林水産
総合センター畜産研究所

４トン車１台
１０トン車２

台

8月16日

8月8日 岡山県 岡山県トラック協会 飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館

広島県 広島県トラック協会 土嚢袋・ブルーシート
天応まちづくりセンター、安浦まち
づくりセンター
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 ・支援物資輸送（プッシュ型）（国交省において全日本トラック協会の協力のもと輸送調整）

シュラフ（寝袋） 大洲市平公民館 宅配便1台
7月24日

7月28日 お茶 岡山県拠点施設 10t車1台

7月25日 ウェットタオル

7月24日

4t車2台

7月24日

7月15日

7月17日 段ボールベッド 尾道市日比崎公民館
尾道市中央公民館久山田分館

7月15日 飲料 竹原市竹原合同ビル 2t車1台

15t車1台

7月20日 お茶 岡山県拠点施設
7t車1台
10t車2台

7月20日 水 広島県拠点施設 10t車2台
7月20日 スポーツドリンク

呉市内物流倉庫 2t車1台
7月27日

3t車1台

ウェットタオル 呉市内物流倉庫 10t車1台

7月20日 パウチゼリー飲料 真備総合公園体育館 4t車2台
7月21日 土のう袋 広島市内物流センター 10t車3台
7月23日 自動コック付き水タンク 絆ホール（呉市） 2t車1台

7月24日 布団 呉市吉浦まちづくりセンター 
7月24日

尾道市総合福祉センター

呉市川尻まちづくりセンター 

尾道市土生公民館
7月17日 段ボールベッド 因島ふれあいセンター
7月17日

7月17日 段ボールベッド 岩子島農業構造改善センター
7月17日 段ボールベッド

段ボールベッド 尾道市山波公民館
段ボールベッド

布団 呉市内老人集会所

確認中
7月17日 段ボールベッド 竹原市役所災害対策本部

2t車1台
3t車1台
4t車1台

7月17日 段ボールベッド

2t車1台

7月15日 飲料

7月15日

三次市福祉保健センター

7月15日 飲料

飲料 熊野町社会福祉協議会
3t車1台

7月15日 飲料 海田町海田小学校

2t車1台
7月15日 飲料 坂町社会福祉協議会 4t車1台

熊野町防災倉庫
7月15日

7月15日 飲料 坂町役場
7月15日 飲料

7月15日 レトルトカレー

広島市安芸区安芸区総合福祉センター

7月24日 布団 呉市（旧）小坪小学校

広島県拠点施設

布団

飲料 東広島市社会福祉協議会

布団 呉市安浦まちづくりセンター 
7月24日 布団 つばき会館（呉市）

布団 呉市内老人集会所
7月24日

段ボールベッド 呉市内災害ボランティアセンター

7月17日

7月24日 布団 呉市内老人集会所

呉市内老人集会所
7月24日 布団

呉市内集積所 2t車1台
7月15日 水 広島県拠点施設 10t車3台

2t車1台

黒磯ふ頭 10t車2台
7月14日 手洗い台 小屋浦ふれあいセンター 2t車2台
7月14日

10t車1台
7月15日 飲料 東広島市役所救援物資センター 3t車1台

7月15日 飲料 江田島市呉農業協同組合江能選果場 2t車1台
軽トラック1台

7月15日 飲料 府中市社会福祉協議会 4t車1台
庄原市ふれあいセンター 軽トラック1台

府中町府中町役場 2t車1台

7月15日 飲料

7月15日 飲料

7月15日 飲料 広島市東区役所駐車場 2t車1台
7月15日 飲料 広島市南区役所別館 2t車1台
7月15日 飲料 広島市安佐北区安佐北総合福祉センター 2t車1台

2t車1台
7月15日 飲料 呉市内災害ボランティアセンター 2t車1台

ポリタンク

7月14日 水
岡田小学校（倉敷市真備町） 2t車1台7月14日 段ボールベッド

呉市保健所すこやかセンター 10t車1台

7月13日 介護食品 岡山県拠点施設 2t車１台
7月14日 食料品 広島県拠点施設

乾パン、クラッカー 矢掛町農村環境改善センター

7月12日 おかゆ 2t車1台
7月12日 水 広島県拠点施設 4ｔ車2台

海上自衛隊呉基地 10t車3台7月14日 水

7月10日 ミネラルウォーター 矢掛町農村環境改善センター 10t車1台

7月13日 ベビーフード 岡山県拠点施設 軽トラック1台

7月10日

矢掛町農村環境改善センター

輸送日 輸送品目 輸送先

2t車1台
7月11日

台数

スポットエアコン 広島市内小学校 2t車1台
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 ・広島県内96事業者（99事業所）、岡山県内83事業者（85事業所）で浸水被害

・整備工場

・中国運輸局管内の整備工場にて、検査場等の浸水被害

検査場等の浸水被害は全て復旧

○海事関係

運航状況

ヤマト運輸(株)
岡山県 倉敷市等（計２市町）の一部 遅延

事業者名 運航状況 被害状況航路名

平郡航路(有) 平郡～柳井 運航再開

熊南総合事務組合 馬島～麻里布～佐合島～佐賀 運航再開

周防大島松山フェリー(株) 柳井～伊保田～松山 運航再開

萩海運(有) 見島～萩 運航再開

周防灘フェリー(株) 徳山～竹田津 運航再開

防予フェリー(株) 柳井～松山 運航再開

上関町 八島～上関 運航再開

上関航運(有) 祝島～柳井 運航再開

隠岐汽船(株) 隠岐島～七類・境

牛島～室積 運航再開牛島海運(有)

(有)野島海運 野島～三田尻 運航再開

大津島巡航(株) 大津島～徳山 運航再開

運航再開

(株)瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 運航再開

弓場汽船(株) 瀬戸田～三原 運航再開

運航再開

島前町村組合

土生商船(株) 土生～三原 運航再開

しまなみ海運(株) 竹原～大長 運航再開

尾道市営フェリー 運航再開細島～因島

来居～別府 運航再開

福山市 鞆～仙酔島

倉敷市の一部 遅延
遅延

・宅配事業者　　２県において遅延・集配不能等の被害
事業者名 都道府県 地域 備考

広島県 広島市等（計７市町）の一部 遅延、東広島市の一部においては荷受け停止
岡山県

日本郵便(株)
広島県 広島市等（計4市町）の一部
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