
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

○鉄道関係
（施設の被害等）

○鉄道（10月9日 14:00現在）
（施設の被害等）

東海旅客鉄道　高山線　坂上～打保間　土砂流入、線路流失

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　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　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）

（運行状況）

 （貨物）

日本貨物鉄道 山陽線 柳井～下松

貨物列車運転休止区間
広島（タ）※　～　新南
陽
9月9日　運転再開見込み

平成30年7月豪雨による各モード被害状況等について

事業者名 線　　名 運転休止区間 主な被害状況等 再開予定

貨物列車運転休止区間
東福山　～　広島（タ）
※
10月中　運転再開見込み

日本貨物鉄道 山陽線 三原～海田市

西日本旅客鉄道 芸備線 備後落合～備後庄原 ・備後落合～比婆山：土砂流入
平成３１年１～３月中運
転再開見込み

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

少なくとも１年以上

・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）

安芸川尻～広間は１０月
１４日運転再開見込み
安浦～安芸川尻間は１１
月中運転再開見込み
三原～安浦間は平成３１
年１月中運転再開見込み

西日本旅客鉄道 福塩線 府中～吉舎
・下川辺～中畑：のり面コンクリート
崩壊

上下～吉舎間は１０月１
８日運転再開見込み
府中～上下間は平成３１
年１～３月中運転再開見
込み

西日本旅客鉄道 呉線 三原～広

災 害 情 報

平成３０年１０月９日１５：００現在
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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

2 （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、代替した
２８人乗りバス１両により２ヶ月
を目処に運行。
・（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、９月１日から２８人
乗りマイクロからジャンボタク
シーに使用車両を変更して運
行。（ダイヤ・ルートは変更な
し、期間は未定）※南ルート
（船穂公民館行き）は通常運
行中。

(株)中国バス 菅線（目崎～菅～市） 廃止

10/1　路線廃止

10/1～
株式会社中国交通
デマンド型乗合タクシー新設
・尾道市委託
・態様：区域運行
・車両数：４両
・運送の区間：３区間
・実施日：平成３０年１０月１日

(株)中国バス 菅線（目崎～菅） 廃止

10/1　路線廃止

10/1～
株式会社中国交通
デマンド型乗合タクシー新設
・尾道市委託
・態様：区域運行
・車両数：４両
・運送の区間：３区間
・実施日：平成３０年１０月２日

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）

通常運行

9/27　15:00　広島呉道路の通
行止めが解除となり、9/28
始発より、通常ダイヤ、通常経
路での運行となる。

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） 通常運行

9/27　15:00　広島呉道路の通
行止めが解除となり、9/28
始発より、通常ダイヤ、通常経
路での運行となる。

広島電鉄（株） クレアライン 通常運行

9/27　15:00　広島呉道路の通
行止めが解除となり、9/28
始発より、通常ダイヤ、通常経
路での運行となる。

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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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。

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 。

防長交通（株） 柳井駅前～宮ヶ原 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） 三迫線 通常運行

・（現状）引き続き、通常時より
は少ない便数で運行してい
る。
・（見通し）海田地区について
も引き続き渋滞が多く遅延が
ひどい。引き続き減便での運
行となる見込みだが、現在運
行している便の利用状況を考
慮し時刻変更を行いたい。

(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）８月中旬開通予定
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・タクシー関係

都道府県名

広島県

芸陽バス（株） 河内地域公共交通あゆぴち号 通常運行

・（現状）宇山地区は土砂災害
が経路上までかなりひどい状
態だったが、9/10より運行再
開した。但し、国道432号線河
内－大和町の間で道路崩落
等による通行止めがあり、来
年まで迂回区間がある予定。
・（見通し）河内駅－小田橋間
は道路復旧が来年2月以降と
なると道路管理者より連絡あ
り。

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。

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）瀬野地区の渋滞が
ひどく定刻より大幅に遅れて
いる。広島バスセンター－阿
戸間の直通便の再開も視野
に入れたいが、付近渋滞が激
しく再開タイミングを模索して
いる。

芸陽バス（株） 海田町循環コミュニティバス 一部運休

・（現状）8/14より運行を再開
したが、災害被害の多かった
三迫二丁目－三迫三丁目間
は引き続き運行を見合わせて
いる。
・（見通し）三迫三丁目付近の
路線調査を9/27予定。今後の
運行再開を模索したい。

芸陽バス（株） 白市－広島空港線 通常運行

（現状）9/9JR列車が広島－白
市間を通し運行へ復旧したこ
とに合わせてダイヤ改正を
行った。通常時に近い運行本
数で運行再開している。合わ
せて、運休していた白市駅－
中核工業団地間の運行再開
した。
（見通し）9/30よりJR列車が白
市－三原間が復旧するのに
合わせて、ダイヤ変更が必要
となると予想。

芸陽バス（株） 河内甲山線 通常運行

・（現状）国道432号線河内－
大和町の間で道路崩落等によ
る通行止めがあり、長期間通
行止め見込み。9/10より迂回
しながら運行再開を計画して
いたが、9/9大雨の影響で
9/12より運行再開した。但し、
来年まで迂回区間がある予
定。
・（見通し）河内駅－小田橋間
は道路復旧が来年2月以降と
なると道路管理者より連絡あ
り。

(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 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

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 岡山県トラック協会 弁当、飲料水

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

7月18日 岡山県
１０トン車２

台

広島県トラック協会

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 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

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
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

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

7月17日 岡山県

真備地区、水島地区避難所
2～３トン車

４台

岡山県トラック協会 消石灰 倉敷市真備町市場

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
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
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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

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

7月28日 広島県 広島県トラック協会

7月28日 倉敷市

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

7月20日 倉敷市

7月28日 広島県 広島県トラック協会 土嚢袋

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

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

弁当、飲料水

飲料水

広島県 広島県トラック協会 スポットクーラー

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

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

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 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

広島県トラック協会 スポーツドリンク、お茶

２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

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１台

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

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

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

真備総合公園体育館

岡山県トラック協会

絆ホール（呉市） ２トン車1台

倉敷市

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

4トン車３台、２
トン車１台、１０

トン車２台

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
2～３トン車

４台

7月23日

7月23日

7月23日

２トン車１台

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、

7月27日 広島県 広島県トラック協会

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）

三原市防災ステーション、熊野第
四小学校

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

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

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
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8月16日 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

４トン車２台

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
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

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

8月6日 広島県

４トン車１台

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

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

１０トン車１
台

１０トン車１
台

4トン車１台、２ト
ン車２台

飲料水・缶詰等 真備総合公園体育館

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

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

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

8月6日

8月7日

8月1日 広島県

広島県備蓄倉庫（三原市本郷）

8月3日

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
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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）

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

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

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
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

7月10日

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

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

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 ポリタンク

呉市内集積所 2t車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

7月15日 水 広島県拠点施設 10t車3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 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

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 段ボールベッド

三次市福祉保健センター

7月15日 飲料 庄原市ふれあいセンター

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

7月24日 布団 呉市内老人集会所

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

軽トラック1台

熊野町防災倉庫
7月15日

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

広島県拠点施設 10t車2台
7月20日 スポーツドリンク

2t車1台

7月15日 飲料

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 

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15日

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

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

シュラフ（寝袋） 大洲市平公民館 宅配便1台
7月24日 布団 呉市内老人集会所

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

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
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 ・広島県内96事業者（99事業所）、岡山県内81事業者（83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４、岡山県２、島根県０、山口県０、計６事業者）

○海事関係

運航状況

ヤマト運輸(株)

日本郵便(株)
広島県 広島市等（計4市町）の一部

・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 呉市等（計４市町）の一部
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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