
（注）　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

１．近畿運輸局の体制について  

・平成３０年９月３日　　　　１７：００　　近畿運輸局　　　　　　　　警戒体制（※）

（※）今後の事態の展開を想定したうえで、対応を検討・実施するための体制

２．交通機関の運行等の状況

○鉄道関係（9月5日   7:00現在）

（施設の被害等）

・西日本旅客鉄道　阪和線　日根野車庫　電柱倒壊

・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

（運行状況）

西日本旅客鉄道 桜島線 全線 運転休止

西日本旅客鉄道 山陽線 上郡～三石 運転休止

全線 運転再開西日本旅客鉄道 山陰線

西日本旅客鉄道 おおさか東線

西日本旅客鉄道 山陽線 兵庫～和田岬 運転休止

西日本旅客鉄道 赤穂線 備前福河～日生 運転休止

西日本旅客鉄道 山陽線 神戸～上郡 運転再開

西日本旅客鉄道 赤穂線 相生～備前福河 運転再開

全線 運転休止

西日本旅客鉄道 関西空港線 日根野～関西空港 運転休止
関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突
当面の間、運転見合わせ

西日本旅客鉄道 北陸線 長浜～敦賀 運転休止

西日本旅客鉄道 紀勢線 新宮～和歌山市 運転休止

西日本旅客鉄道 小浜線 全線 運転休止

西日本旅客鉄道 関西線 亀山～加茂 運転再開

米原～近江塩津 運転休止

西日本旅客鉄道 草津線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 和歌山線

災　害　情　報

近　畿　運　輸　局

台風第２１号に係る交通機関等の運行等の状況について（第６報）

平成３０年９月５日　　８：００　現在

東海旅客鉄道 東海道新幹線 東京～新大阪 運転休止

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転状況 備考（運行休止区間等）

西日本旅客鉄道 山陽新幹線 新大阪～広島 運転休止

西日本旅客鉄道 湖西線 山科～近江今津 運転再開

西日本旅客鉄道 北陸線

全線 運転休止

西日本旅客鉄道 ＪＲ東西線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 片町線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 福知山線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 奈良線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 大阪環状線 全線 運転休止

西日本旅客鉄道 東海道線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 湖西線 近江今津～近江塩津 運転休止

西日本旅客鉄道 関西線 加茂～難波 運転休止
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○自動車関係（9月4日   10:00現在）

◆高速バス

信楽高原鐵道 信楽高原鐵道線 全線 運転休止

紀州鉄道 紀州鉄道線 全線 運転休止

南海電気鉄道 加太線 全線 運転休止

南海電気鉄道 高師浜線 全線 運転休止

南海電気鉄道 和歌山港線 全線 運転休止

南海電気鉄道 空港線 全線 運転休止 関西空港連絡橋　橋桁にタンカー衝突

嵯峨野観光鉄道 嵯峨野観光線 全線 運転休止

南海電気鉄道 南海本線 難波～岸里玉出

南海電気鉄道 高野線 運転休止

南海電気鉄道 多奈川線 全線 運転休止

水間鉄道 水間線 全線 運転休止

泉北高速鉄道 泉北高速鉄道線 全線 運転再開

叡山電鉄 叡山本線 全線 運転休止

叡山電鉄 鞍馬線 全線 運転休止 二軒茶屋～鞍馬　倒木、沿線家屋倒壊

9/5 8:30再開予定

近江鉄道 八日市線 全線 運転休止 9/5 8:30再開予定

和歌山電鐵 貴志川線 全線 運転休止 9月5日の昼頃まで運転を見合わせ

阪堺電気軌道 阪堺線 恵美須町～住吉 運転再開

阪堺電気軌道 上町線 全線 運転再開

南海電気鉄道 高野線 橋本～高野下 運転再開

南海電気鉄道 高野線 高野下～高野山 運転休止

南海電気鉄道 南海本線 岸里玉出～和歌山市 運転休止 尾崎駅火災

難波～岸里玉出

南海電気鉄道 高野線 岸里玉出～橋本 運転再開

運転再開

近畿日本鉄道 吉野線 全線 運転休止

近江鉄道 本線 全線 運転休止

近江鉄道 多賀線 全線 運転休止

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

南海バス(株) 岡山線 運休

南海バス(株)
堺・大阪・なんば・京都～柏崎・長
岡・三条線

運休

南海バス(株) 鳴門・徳島～大阪線 運休

南海バス(株) 姫路線

南海バス(株) 徳島線 運休

運休

南海バス(株) 高松線 運休

近鉄バス(株) 大阪駅前～甲府 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(株) 名神神戸線 運休 6便，8便、10便

西日本JRバス(株) 浜松・静岡 運休 浜松エクスプレス大阪４号

阪和線 日根野～和歌山 運転休止 日根野車庫　電柱倒壊

西日本旅客鉄道 加古川線 全線 運転再開

西日本旅客鉄道 姫新線 上月～新見 運転休止

西日本旅客鉄道 姫新線 姫路～上月 運転再開

西日本旅客鉄道

阪堺電気軌道 阪堺線 住吉～我孫子道 運転休止

阪堺電気軌道 阪堺線 我孫子道～浜寺駅前 運転再開

阪急電鉄 嵐山線 全線 運転休止

阪急電鉄 京都線 全線 運転休止

阪急電鉄 千里線 全線 運転休止
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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～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～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～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～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～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

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

関西空港交通(株) 関西空港～大阪駅前 運休

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) 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

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

西日本JRバス(株) 松山 運休

西日本JRバス(株) 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(株) 観音寺・丸亀 運休

西日本JRバス(株) 米子 運休

西日本JRバス(株) 鳥取 運休

西日本JRバス(株) 出雲 運休

大阪空港交通(株) 大阪空港～なんば 運休

西日本JRバス(株) 白浜 運休 11号、13号、15号、17号、19号

西日本JRバス(株) 高松京都線 運休 1号、2号、4号、5号、6号、8号、9号、11号、12号

西日本JRバス(株) 高松大阪線 運休 さぬきエクスプレス

西日本JRバス(株) 高松神戸線 運休
4号、10号、16号、19号、20号、23号、24号、27
号、33号、３７号

西日本JRバス(株) 岡山 運休 吉備エクスプレス号

西日本JRバス(株) 広島 運休 青春昼特急大阪京都号、グラン昼特急号

西日本JRバス(株) 浜田 運休 1号、3号

西日本JRバス(株) 東京駅 運休 青春昼特急、東海道昼特急号

西日本JRバス(株) 大阪～三田 運休 102号、101号

西日本JRバス(株) 有馬～京都 運休 京３，京４

西日本JRバス(株) 京都～舞鶴 運休

西日本JRバス(株) 津山 運休

西日本JRバス(株) 西脇・加西 運休
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奈良交通(株) 八木関空線 運休

大阪～松本バスターミナル 運休

阪急バス(株) 大阪～八幡浜 運休

阪急バス(株)

大阪～八ヶ岳 運休

阪急バス(株)

奈良交通(株) 学研関空線 運休

奈良交通(株) 奈良関空線 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

淡路交通(株) 縦貫線（洲本～福良） 運休

淡路交通(株) 鳥飼線 運休

淡路交通(株) 都志線 運休

奈良交通(株) 大阪空港線 運休

阪神バス(株) 神戸～鳴門・徳島方面 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

全但バス(株) 城崎線 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～高野山 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

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

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

阪急バス(株)

なんば～徳島駅前 運休

阪急バス(株) 大阪～高松駅高速バスターミナル 運休

大阪～井川 運休

大阪～兼六園下 運休

京都駅八条口～有馬温泉 運休

阪急バス(株) 大阪～茅野駅 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

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

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

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

阪急バス(株)

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) 縦貫線（岩屋～洲本） 運休

淡路交通(株) 長田線 運休

阪急バス(株)

大阪～松山室町営業所 運休

阪急バス(株) 大阪～三次 運休

阪急バス(株)

阪急バス(株)
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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

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～USJ線 運休

神姫バス(株) 大阪空港線 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

神戸～松山線 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) 三ノ宮～福良線 運休

京阪バス(株) 京都　→　関西国際空港 運休 リムジン線

京阪バス(株) 枚方・寝屋川　→　関西国際空港 運休 リムジン線

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 ⇔ 津名・洲本 運休

阪急バス(株) 大阪～富山駅前 運休

阪急バス(株) 大阪～兼六園下 運休

阪急バス(株) 大阪～三次車庫 運休

大阪～三次 運休

阪急バス(株) 大阪 ⇔ 伊那・箕輪 運休

阪急バス(株) 大阪・京都 ⇔ 新潟

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)

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

運休

阪急バス(株) 大阪 ⇔ 宮津・峰山 運休

阪急バス(株)

阪急バス(株) 大阪～中国新見 運休

阪急バス(株) 大阪～JR出雲市駅 運休

阪急バス(株)

大阪 ⇔ 湯村温泉・浜坂 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　→　岡山・倉敷　線 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)から修正

京阪バス(株) 京都　→　福山　線 運休

京阪バス(株) 京都　→　四日市　線 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) 守口　→　関西国際空港 運休 リムジン線

京阪バス(株) 京都　→　津　線 運休 高速線

神姫バス(株) 姫路・神戸～渋谷・新宿線 運休

西脇～大阪線 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)
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◆路線バス

明光バス(株) 白浜町内 運休 運転見合わせ

明光バス(株)
田辺駅⇔富田橋・上富田庁舎前
⇔三段壁

運休 運転見合わせ

明光バス(株) 白浜駅⇔日置駅 運休 運転見合わせ

明光バス(株) 田辺駅⇔栗栖川 運休 運転見合わせ

南海りんかんバス(株) 橋本・林間田園都市路線バス 運休

南海りんかんバス(株) 高野山内路線バス・急行バス 運休
9月5日以降の運転については、安全が確認で
き次第再開

明光バス(株) 田辺駅⇔医療センター⇔三段壁 運休 運転見合わせ

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 坂本ケーブル駅発　11：50を運行後～

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 運転見合わせ

熊野交通(株) 医療センター線 運休 運転見合わせ

和歌山バス那賀(株) かつらぎ町コミュニティバス 運休 運転見合わせ

阪急バス(株) 粟生団地線 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

神戸市交通局 全系統 運休 １０時～１８時

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

本四海峡バス（株） 阿波エクスプレス 運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

奈良交通(株) 大和上市駅～大台ヶ原 運休

奈良交通(株) 定期観光バス全便 運休 定期観光バス

近鉄バス(株) 大阪教育大線 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

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

和歌山バス(株) 空港リムジンバス 運休 和歌山発10:00～関西空港発10:47～

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

熊野交通(株) 川丈線 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

熊野交通(株) 定期観光バス全便 運休 定期観光バス

和歌山バス那賀(株) 紀の川市地域巡回バス 運休 運転見合わせ
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○海事関係（9月5日   5:00現在）

被害が拡大されることが予想されますので、交通機関の情報に注視願います。

※赤字アンダーラインの箇所は、前回情報から更新した箇所です。

神姫バス（株） 三木地区 運休

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 定期観光バス

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 定期観光バス

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 定期観光バス

神姫バス（株） 西脇地区 運休

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

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

神姫バス(株)
SKY BUS KOBE（神戸市内定期
観光バス）

運休 定期観光バス

京阪バス(株)
「宮廷鵜飼と夕景の嵐山」(LG)
コース

運休 定期観光バス

　直通電話：０６－６９４９－６４１２

問合せ先：近畿運輸局 総務部 安全防災・危機管理課　三上、小西

フェリーさんふらわあ 大阪～別府 一部運休

フェリーさんふらわあ 大阪～志布志

新日本海フェリー 舞鶴～小樽 一部運休

運航状況 備考

南海フェリー 和歌山～徳島 一部運休

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

事業者名 航路名

京阪バス(株)
京の旧邸の美をたずねて」LSコー
ス

運休 定期観光バス

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 定期観光バス

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 定期観光バス
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