
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

○鉄道関係
（施設の被害等）

西日本旅客鉄道　姫新線　美作大崎～東津山間　流木限界支障

西日本旅客鉄道　姫新線　久世～中国勝山間　土砂流入

西日本旅客鉄道　姫新線　富原～刑部間　土砂流入

西日本旅客鉄道　姫新線　丹治部～岩山間　のり崩壊

西日本旅客鉄道　姫新線　岩山～新見間　バラスト流出

西日本旅客鉄道　因美線　三浦～美作滝尾間　土砂流入

西日本旅客鉄道　木次線　油木～備後落合間　土砂流入（複数あり）、盛土崩壊

西日本旅客鉄道　福塩線　下川辺～中畑　土砂流入

西日本旅客鉄道　芸備線　備中神代～坂根間　土砂流入

西日本旅客鉄道　芸備線　坂根～市岡間　土砂流入、バラスト流入

西日本旅客鉄道　芸備線　内名～小奴可間　斜面崩壊

西日本旅客鉄道　芸備線　道後山～備後落合　土砂流入、のり面崩壊

西日本旅客鉄道　芸備線　備後落合構内　ポイント冠水、のり面崩壊

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

西日本旅客鉄道　芸備線　上深川～中深川間　橋梁傾斜

西日本旅客鉄道　呉線　安芸幸崎構内　土砂流入（土砂がトンネルを閉塞）

西日本旅客鉄道　呉線　安芸幸崎～忠海間　土砂流入

西日本旅客鉄道　呉線　吉名～安芸津　のり面コンクリート崩壊

西日本旅客鉄道　呉線　安浦駅構内　線路冠水

西日本旅客鉄道　呉線　安登～安芸川尻間　土砂流入

西日本旅客鉄道　呉線　安芸川尻～仁方間　線路流入（流木）

西日本旅客鉄道　呉線　かるが浜～天応間　土砂流入

西日本旅客鉄道　呉線　小屋浦構内　土砂流入

西日本旅客鉄道　呉線　小屋浦～水尻　土砂流入

西日本旅客鉄道　呉線　水尻～坂　土砂流入

西日本旅客鉄道　岩徳線　高水～勝間間　路盤流失、土砂流入

西日本旅客鉄道　岩徳線　勝間～大河内間　土砂流入

西日本旅客鉄道　山陽線　三原～本郷間　盛土流出、バラスト流出（複数あり）

西日本旅客鉄道　山陽線　本郷～河内間　盛土崩壊、土砂流入（複数あり）、冠水、路盤流失

西日本旅客鉄道　山陽線　入野～白市間　盛土流出

西日本旅客鉄道　山陽線　八本松～瀬野　路盤崩壊、土砂流入（複数あり）、盛土流出

西日本旅客鉄道　山陽線　瀬野駅構内　土砂流入、冠水、路盤崩壊、のり面崩壊

西日本旅客鉄道　山陽線　光～下松間　斜面崩壊

井原鉄道　井原線　吉備真備駅構内　駅施設が冠水

錦川鉄道　錦川清流線　川西～清流新岩国　土砂流入

平成30年7月豪雨による各モード被害状況等について

災 害 情 報

平成３０年８月７日 １２：００現在

中国運輸局
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（運行状況）

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等 再開予定

下川辺～中畑：のり面コンクリート崩
壊

平成３１年１～３月中運
転再開見込み

西日本旅客鉄道 姫新線 上月～新見

・美作大崎～東津山：流木限界支障
・久世～中国勝山：土砂流入
・富原～刑部：土砂流入
・丹治部～岩山：のり面崩壊
・岩山～新見：バラスト流出

上月～津山間は８月１０
日の運転再開を目指す
津山～中国勝山間は８月
下旬運転再開を目指す
中国勝山～新見間は９月
中運転再開を目指す

西日本旅客鉄道 芸備線 備中神代～下深川

備中神代～坂根：土砂流入
坂根～市岡：土砂流入、バラスト流入
内名～小奴可：斜面崩壊
道後山～備後落合：土砂流入、のり面崩
壊
備後落合構内：ポイント冠水、のり面崩壊
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
上深川～中深川：橋梁傾斜

狩留家～下深川間は８月
２５日運転再開見込み
備中神代～東城間は９月
上旬運転再開を目指す
東城～備後落合間は９月
中運転再開を目指す
備後落合～三次間は平成
３１年１～３月中運転再
開見込み
三次～狩留家間は少なく
とも１年以上

西日本旅客鉄道 因美線 智頭～東津山
三浦～美作滝尾：土砂流入

美作加茂～東津山間は９
月上旬運転再開を目指す
智頭～美作加茂間は９月
中運転再開を目指す

西日本旅客鉄道 山陽線 三原～海田市

・三原～本郷：盛土流出、バラスト流
出（複数あり）
・本郷～河内：盛土崩壊、土砂流入
（複数あり）、冠水、路盤流失
・入野～白市：盛土流出
・八本松～瀬野：路盤崩壊、土砂流
入（複数あり）、盛土流出
・瀬野駅構内：土砂流入、冠水、路盤
崩壊、のり面崩壊

瀬野～海田市間は８月１
８日運転再開見込み
白市～八本松間は８月２
１日運転再開見込み
八本松～瀬野間は９月中
運転再開見込み
三原～白市間は１０月中
運転再開見込み

西日本旅客鉄道 山陽線 柳井～下松 光～下松：斜面崩壊 ９月中運転再開見込み

西日本旅客鉄道 木次線 出雲横田～備後落合
油木～備後落合：土砂流入（複数あ
り）、盛土崩壊

８月８日の運転再開を目
指す

西日本旅客鉄道 呉線 三原～坂

安芸幸崎構内：土砂流入（土砂がトンネ
ルを閉塞）
安芸幸崎～忠海：土砂流入
吉名～安芸津：のり面コンクリート崩壊
安浦駅構内：線路冠水
安登～安芸川尻：土砂流入
安芸川尻～仁方：線路流入（流木）
かるが浜～天応：土砂流入
小屋浦構内：土砂流入
小屋浦～水尻：土砂流入
水尻～坂：土砂流入

広～呉間は８月２０日運
転再開見込み
呉～坂間は９月中運転再
開見込み
三原～広間は平成３１年
１月中運転再開見込み

西日本旅客鉄道 福塩線 府中～塩町
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川西～北河内 川西～清流新岩国：土砂流入
８月中の運転再開を目指
す（運行再開予定区間：
岩国～北河内間）

井原鉄道 井原線 総社～三谷 吉備真備構内：駅施設が冠水

※現時点で施設等の被害の報告がされており、復旧に一定程度の時間を要するおそれがあるもの

西日本旅客鉄道 岩徳線 全線
高水～勝間：路盤流失、土砂流
入
勝間～大河内：土砂流入

岩国～周防高森間は８月
２０日運転再開見込み
周防高森～櫛ヶ浜間は１
０月中運転再開見込み

 （貨物）

９月上旬運転再開見込み

錦川鉄道 錦川清流線

貨物列車運転休止区間
東福山　～　広島（タ）
※
11月中　運転再開見込み
貨物列車運転休止区間
広島（タ）※　～　新南
陽
9月末　運転再開見込み

貨物列車運転休止区間
倉敷　～　伯耆大山
8月中旬　運転再開見込み

日本貨物鉄道 山陽線 三原～海田市

日本貨物鉄道 山陽線 柳井～徳山

日本貨物鉄道 伯備線 豪渓～上石見
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○自動車関係
・バス関係

・高速バス関係

・路線バス関係

さんようバス㈱
とびしまライナー
（沖友天満宮前～広島バスセン
ター）

一部運休

・（現状）現在、呉～広島バス
センター間は運休中。理由とし
ては、本土に入ってから渋滞
が激しく正常なダイヤが組め
ないため、会社の判断として
呉までの運行にしている。な
お、定期券利用者は呉までし
か利用していないことも理由
の一つ。
・（見通し）今後、道路渋滞が
緩和され、広島呉道路が完全
に復旧すれば、通常運行には
なるが、見通しは立っていな
い。

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

中国ジェイアールバス（株） クレアライン（広島～呉・阿賀・広） 一部運休

広島ＢＣ－呉 代替運行
・（現状）広島呉道路の通行が
緊急車両のみとなっているた
め平時の運行ができない。た
だし、緊急輸送として便数を減
らして運行中（平時６８便、７／
２３は広島→呉３５便、呉→広
島３６便）。
・（見通し）１１月に広島呉道路
が全線通行可能となる見込み
であり、通行可能となった日か
ら全便運行再開予定。

広島電鉄（株） クレアライン 一部運休

広島ＢＣ－呉 代替運行
・（現状）広島呉道路の通行が
緊急車両のみとなっているた
め平時の運行ができない。た
だし、緊急輸送として便数を減
らして運行中（平時６８便、７／
２３は広島→呉３５便、呉→広
島３６便）。
・（見通し）１１月に広島呉道路
が全線通行可能となる見込み
であり、通行可能となった日か
ら全便運行再開予定。

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

（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
・（見通し）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、代替した２８人
乗りバス１両により２ヶ月を目
処に運行。
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(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 菅線（目崎～菅） 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。
・（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 菅線（目崎～菅～市） 運休

・（現状）8/1県道３８４号線の
通行止めとなったが、一般車
両は通行可能だが、大型車両
は通行不可。
・（見通し）大型車両が通行可
能となるのは来年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）８月中旬開通予定

広島電鉄（株） 郷原黒瀬線 一部運休

（呉エリア）
7/17一部運行再開
・（現状）国道375号線が通行
止めとなっているため。上石内
⇔呉駅間を折り返し運行。
・（見通し）国道375号線の通
行再開見通しが立っておら
ず、運行再開見通しも立た
ず。

広島電鉄（株）

広長浜線

・東小坪～呉駅前（通常運行）
・東小坪～新広駅（運休）

一部運休

（呉エリア）
・（現状）県道279号線が7/24
通行止め解除となり、とりあえ
ず呉駅までの東小坪～呉駅
間のルートを運行再開した。も
う１つのルート、東小坪～新広
駅は、道路がひどく渋滞してい
ることを考え、このまま運休す
ることとした。
・（見通し）運休を続ける東小
坪～新広駅間のルートは、今
後の道路渋滞状況が解消さ
れ次第、運行再開とする予
定。

広島電鉄（株） 矢野フィーダー線 一部運休

（呉エリア）
・（現状）県道34号線が一部区
間通行止め解除。
・休日ダイヤ、迂回路で運行。

広島電鉄（株） 向洋線 一部運休

（呉エリア）
・（現状）県道34号線が一部区
間通行止め解除。
・迂回路で運行。

広島電鉄（株） 熊野線 一部運休

（呉エリア）
・（現状）県道34号線が一部区
間通行止め解除。
・矢野駅まで、迂回路で運行。
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広島電鉄（株） 広島国際大学線 通常運行

（呉エリア）

・一部通行止め解除。通常運
行。

広島電鉄（株） 吉浦天応線 一部運休

・（現状）国道31号線吉浦地区
の渋滞が激しく遅延対応の
為、本日7/24から呉駅⇔東畑
間を運休。

広島交通㈱ 桧山線 通常運行 ・通行止め解除。通常運行

安浦交通㈱ 安浦地区循環バス 一部運休

・（現状）県道３４号線が土砂
崩れ、道路崩落により通行止
めとなっているため、既存の運
行ルートは運休して、運行可
能な道路だけを用いて、安浦
各所から、安浦駅、安登駅を
経由して、小用入口へ向かう
臨時便の運行を行っている。
この小用入口は、広島電鉄の
仁方川尻線の起終点があり、
小用入口から呉駅前までの運
行をしている。以上の結果、安
浦地区から呉駅前までをつな
ぐことができた。
・（見通し）県道３４号線の通行
再開見通しが立っていないた
め、現状の臨時便の運行をし
ばらく続ける予定。

防長交通（株） 徳山駅前～新南陽駅前～鹿野線 一部運休

・（現状）横矢～ 間上B/S間を
休止 し、 迂回運行。県道 3号
線にある、 佐古 入口 B/S付
近において道 路崩落。山を
削って、片側交互通行の準備
を進めており、1,2 ヵ月かかる
見込 み。
・（見通し）状況確認 は 1週間
ごとにすることになってい って
い る。道路が復旧次第、通常
運行とする。

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。

防長交通（株） 下松駅前～切山 一部運休

折り返し運行
・（現状）下松駅前～切山中止
めにて運行。県道140号線に
ある切山上B/S手前で道路崩
落。
・（見通し）道路の状況は未確
認 。道路が復旧次第、通常運
行とする。

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 。
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運休

・（現状）当初は、大雨に伴い
県道３７５号（375号線二級峡
付近通行止、馬木付近に伴う
通行止、ブールバールの土砂
崩れに伴う通行止が通行止め
となっていたため、全線を運休
していたが、現在は、道路の
通行止めは解除となったもの
の、ＪＲ山陽本線の運休によ
り、この系統の主目的であるＪ
Ｒ山陽本線の西条駅、八本松
への利用が見込めないため運
休としている。
・（見通し）山陽本線の復旧見
通しは年内となっているので、
それに合わせて運行を再開す
る予定。

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

・（現状）当初は、大雨に伴い
県道３７５号（375号線二級峡
付近通行止、馬木付近に伴う
通行止、ブールバールの土砂
崩れに伴う通行止が通行止め
となっていたため、全線を運休
していたが、現在は、道路の
通行止めは解除となったもの
の、ＪＲ山陽本線の運休によ
り、この系統の主目的であるＪ
Ｒ山陽本線の西条駅、八本松
への利用が見込めないため運
休としている。
・（見通し）山陽本線の復旧見
通しは年内となっているので、
それに合わせて運行を再開す
る予定。

芸陽バス（株） 三迫線 一部運休

・（現状）町道（海田町寺迫付
近）2箇所が道路陥没により、
通行止めとなっていたが、復
旧の仮工事が完了し、片側交
互通行で通行可能となった。
・（見通し）道路仮復旧により。
8/4より臨時ダイヤで運行再
開。

芸陽バス（株） 畑賀線 運休

・（現状）県道８４（東海田広島
線）が道路崩落により通行止
めのため、県道８５（下瀬野海
田線）の橋梁が流されたた
め、運休している。
・（見通し）県道８４（東海田広
島線）は８月上旬再開の予定
であるが、県道８５（下瀬野海
田線）の橋梁は復旧の目途が
立っていないため、８月上旬
以降はある程度の場所までは
運行可能（折り返し運行）とし
たいが、車両を回転させる場
所の確保が難しく思案してい
るところである。

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
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芸陽バス（株） 阿戸線 一部運休

・（現状）県道１７４（瀬野呉線）
が崩落により、通行止めのた
め、運休している。これ以外に
も崩落個所が多数あるが通行
止めのため立ち入ることがで
きず道路状況を確認できてい
ない箇所が多数ある状態。
・（見通し）県道１７４（瀬野呉
線）が途中まで復旧したことを
受けて、一部便を広島ＢＣ～
宮の前の折り返し運行で再開
した。宮の前以降は、今後の
道路回復状態を見ながら運行
開始を検討するが長期化する
見通しである。

芸陽バス（株） 海田町循環コミュニティバス 運休

・（現状）町道の３か所（海田総
合公園付近など）が崩落によ
り、通行止めのため、運休して
いる。
・（見通し）町道の回復の目途
が立っていないため運休中。
迂回運行、ショートカットでの
運行ができないか町と協議
中。

芸陽バス（株） 西条－安芸津線 通常運行 ・通行止め解除。通常運行。

芸陽バス（株） 西条－吉川循環線 一部運休

・復旧できていない箇所を迂
回し8月1日より運行再開。ダ
イヤは当面、日祝ダイヤベー
スの減便ダイヤでの運行。未
だ１つの停留所へ運行できて
いない。

芸陽バス（株） 八本松－吉川線 運休

・（現状）市道1箇所が崩落に
より、通行止めのため、運休し
ている。
・（見通し）工業団地内のがけ
崩れのため生活に影響がない
ことから復旧が後回しとなって
いる都合、長期化する可能性
がある。鉄道からの乗り継ぎ
利用が多い路線で、鉄道の運
行再開が長期化することも受
けて、吉川地区の交通手段確
保としては当面の間、西条－
吉川循環線で代替手段とした
い。

芸陽バス（株） 八本松－広島大学線 運休

・（現状）中国JRバスとの共同
運行路線。ＪＲ山陽本線の運
休により、この系統の主目的
であるＪＲ山陽本線の八本松
への利用が見込めないため運
休としている。
・（見通し）山陽本線の復旧見
通しは年内となっているので、
それに合わせて運行を再開す
る予定。
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一部運休

・（現状）経路上の道路災害は
復旧完了したため、沿線の生
活路線として白市－広島空港
間の運行は再開しているが、
列車接続がないため、ネオポ
リス団地～中核工業団地・高
屋東工業団地の間は運休して
いる。
・（見通し）列車接続できないこ
とを受け、生活路線として必要
最小限の便数を確保の上で
当面運行する。減便している
車両の空き時間で、白市駅－
西高屋駅－西条駅への移動
手段確保として活用できない
か検討中。

芸陽バス（株） 白市－広島空港線

芸陽バス（株） 河内甲山線 一部運休

・（現状）三原市大和町～世羅
町甲山間　道路災害は復旧完
了したため、7/23より芸陽車
庫（三原市大和町）－甲山間
で折り返し運行をしている。
・（見通し）国道432号線河内
－大和町の間で引き続き複数
個所で道路崩落等による通行
止めがあり、全線運行再開は
未定。

芸陽バス（株） 河内地域公共交通あゆぴち号 運休

・（現状）国道432号線、県道
347河戸豊栄線、県道342別府
河内線など経路上で複数の道
路崩落があり運休中。
・（見通し）山間部では作業ス
ペースがないためか、復旧作
業のために既存道路が資材
置き場となっている箇所も加
わり、通行自体に支障があ
る。運行再開の目途は立って
いない。

芸陽バス（株） 三原－小泉循環線 一部運休

・（現状）県道75三原竹原線
小泉地区の川沿い区間で大
型車通行止めが続いており、
この区間を除いた区間で折り
返し運行している。
・（見通し）台風接近の影響も
あり、車両規制の解除見込み
が現在ないことから、この区間
は運行再開の目途は立ってい
ない。

芸陽バス（株） 三原本郷線 一部運休

・（現状）県道344大草三原線
仏通寺川沿線の道路崩落の
ため、この区間を迂回運行し
ている。
県道50本郷久井線　真良－佛
通寺間　道路通行止めのため
運休。
・（見通し）台風接近の影響も
あり、この区間は運行再開の
目途は立っていない。

瀬戸内産交
第１系統（営農センター～蒲刈大
橋、安芸灘大橋～中国労災病
院）

一部運休

・（現状）島内道路の一部が土
砂等により交通規制区間があ
るため、起点を「営農セン
ター」から「大浦」に変更して運
行している。
・（見通し）道路状況が回復次
第、通常運行に戻す予定。
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・タクシー関係

都道府県名

広島県(株)さくらタクシー 営業中 雨

瀬戸内産交
第５系統（沖友天満宮前～豊浜
大橋～金崎）

運休

・（現状）この系統は島内で完
結するものである。現在、この
系統以外の運行は、島内外の
道路の渋滞が激しく正常なダ
イヤが組めていない。また乗
務員の通勤時間も多くかかっ
ており、運行時間、乗務時間
を考え、減便で対応しているた
め、会社の判断として、この系
統を運休している。
・（見通し）道路状況が回復次
第、通常運行に戻す予定。

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。

事業者名 運休状況 主たる原因 被害状況

車両１両水没し、運転手1名死亡
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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

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

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17日 広島県 広島県トラック協会
スポーツドリンク、お茶、段
ボールベッド

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

２トン車３台

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

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 広島県トラック協会
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

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

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

倉敷市真備町市場 ２トン車１台

7月13日 岡山県 岡山県トラック協会 空パレット コンベックス岡山
１０トン車１

台

米子市 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

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

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

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

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

7月11日 広島県 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 岡山県 岡山県トラック協会 消石灰
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呉市役所川尻市民センター ４トン車１台7月27日 広島県 広島県トラック協会 飲料水

１トン車１台

スポーツドリンク

7月27日 広島県 広島県トラック協会 ブルーシート、毛布
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

7月24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トン車１台

7月25日 広島県 広島県トラック協会 スポーツドリンク、お茶
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

2～３トン車
４台

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 真備総合公園体育館

１０トン車1
台

7月20日 広島県

ＪＡ呉江能選果場（江田島市） ４トン車1台

7月22日 倉敷市 岡山県トラック協会
2～３トン車

４台

4トン車２台、２ト
ン車３台

１０トン車１
台

7月20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

広島県トラック協会 長靴、高圧洗浄機

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
2～３トン車

４台

7月21日 岡山県

お茶、スコップ、布団 真備総合公園体育館
１０トン車２

台

7月21日 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

7月22日 岡山県 岡山県トラック協会

7月23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トン車１台

弁当、飲料水 真備地区、水島地区避難所

7月23日 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

お茶・水 真備総合公園体育館

7月23日 岡山県

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

２トン車１台

7月24日 広島県 広島県トラック協会

お茶、スコップ 真備総合公園体育館

7月25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

真備地区、水島地区避難所 ２トン車１台

１０トン車２
台

7月25日 岡山県 岡山県トラック協会

7月27日 倉敷市

7月18日 岡山県
１０トン車２

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

絆ホール（呉市） ２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
2～３トン車

４台

7月19日 広島県 広島県トラック協会 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

１０トン車２
台

真備総合公園体育館

7月17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

7月18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18日 広島県

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トン車１台

岡山県トラック協会 弁当、飲料水

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、 ４トン車１台

7月27日 広島県 広島県トラック協会 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

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

4トン車３台、２
トン車１台、１０

トン車２台
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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

8月6日 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

４トン車１台

7月28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トン車１台

7月27日 広島県 広島県トラック協会 スポットクーラー

7月29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トン車１台

7月28日 広島県 広島県トラック協会 飲料水 呉市役所川尻市民センター ４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

7月28日 広島県 広島県トラック協会 土嚢袋

４トン車１台

7月30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

坂町役場

広島県備蓄倉庫（三原市本郷）

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

三原市防災ステーション、熊野第
四小学校

２トン車１台

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

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

4トン車４台、２ト
ン車１台、３トン

車２台

8月1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、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

4トン車１台、２ト
ン車２台

8月1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

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） ２トン車１台

8月3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

13 / 15



 ・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）

台数

スポットエアコン 広島市内小学校 2t車1台

輸送日 輸送品目 輸送先

2t車1台
7月11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10日

矢掛町農村環境改善センター 2t車1台
7月12日 水 広島県拠点施設 4ｔ車2台

乾パン、クラッカー 矢掛町農村環境改善センター
7月10日

黒磯ふ頭 10t車2台
7月14日 段ボールベッド 岡田小学校（倉敷市真備町） 2t車1台
7月14日 水 呉市保健所すこやかセンター 10t車1台
7月15日 レトルトカレー 呉市内集積所 2t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 2t車1台

7月12日 おかゆ

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14日 水 海上自衛隊呉基地 10t車3台

7月15日 水 広島県拠点施設 10t車3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 ポリタンク

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
広島市安芸区安芸区総合福祉センター 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
7月15日 飲料 府中町府中町役場 2t車1台

7月15日 飲料

2t車1台
7月15日 飲料 熊野町社会福祉協議会 3t車1台
7月15日 飲料 熊野町防災倉庫 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
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

7月15日 飲料 坂町役場

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
7月15日 飲料 庄原市ふれあいセンター 軽トラック1台

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 竹原市竹原合同ビル 2t車1台

7月15日 飲料 東広島市社会福祉協議会

7月15日 飲料 三次市福祉保健センター

段ボールベッド 尾道市山波公民館
7月17日 段ボールベッド 尾道市総合福祉センター
7月17日 段ボールベッド 尾道市日比崎公民館
7月17日 段ボールベッド 尾道市中央公民館久山田分館
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15日 段ボールベッド 呉市内災害ボランティアセンター

広島県拠点施設 15t車1台

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 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24日 布団 呉市内老人集会所

4t車2台

7月24日 布団 呉市内老人集会所
7月24日 布団 呉市内老人集会所
7月24日 布団 呉市川尻まちづくりセンター 
7月24日 布団 呉市内老人集会所

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

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）
7月24日 布団 呉市（旧）小坪小学校
7月25日 ウェットタオル 呉市内物流倉庫 2t車1台
7月27日 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 シュラフ（寝袋） 大洲市平公民館 宅配便1台

7月28日 お茶 岡山県拠点施設 10t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
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 ・広島県内90事業者（93事業所）、岡山県内67事業者（68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

（広島県８６、岡山県８０、島根県１、山口県１、計１６８事業者）

○海事関係

運航状況

広島県 広島市等（計５市町）の一部
山口県 下松市の一部

日本郵便(株)
岡山県 倉敷市の一部

広島県 広島市等（計７市町）の一部

佐川急便(株)
広島県 広島市、坂町の一部
岡山県 倉敷市の一部

・宅配大手３者で　　遅延・配達不能等の被害
事業者名 都道府県 地域 備考

ヤマト運輸(株)
岡山県 倉敷市の一部

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 運航再開

(株)瀬戸内クルージング 瀬戸田～尾道 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

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

事業者名 運航状況 被害状況
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