
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

・ ８月６日　１８：００　注意体制

２．関東運輸局の対応

・

　　・

・

３．被害状況・運行状況

（施設の被害等）

被害情報なし

（運行状況）

・高速バス関係

（運行状況）

（8月9日13：00現在）

関東自動車(株) 宇都宮～水戸・ひたちなか 運休 茨城交通(株)と共同運行

茨城交通(株) 宇都宮～水戸・ひたちなか 運休 関東自動車(株)と共同運行

茨城交通(株) 日立、勝田、水戸－羽田空港 運休

国際興業（株） 大宮－羽田空港 通常運行

通常運行

国際十王交通(株) 新島車庫－成田空港 運休

成田空港－酒々井プレミアムアウトレット 通常運行

千葉交通（株） 銚子－東京 一部運休

川口、赤羽－羽田空港

犬吠埼太陽の里～高速川
口間区間運休

国際興業（株） 浦和－羽田空港 通常運行

千葉交通（株） 成田空港－日立、水戸 運休

千葉交通（株） 成田空港－熊谷、鴻巣 通常運行

千葉交通（株） 成田空港－大宮 通常運行 ＯＮライナー

千葉交通（株）

被害情報なし

事業者名 路線（方面）名 被害状況

勝田・東海線

茨城交通(株) 常陸太田－茨城空港

茨城交通(株) 宇都宮－茨城空港 運休

千葉交通（株） 成田空港－川越、坂戸 運休

国際興業（株） 成田空港－大宮 通常運行 ＯＮライナー

国際興業（株） 浦和、池袋－ＴＤＲ 通常運行

国際興業（株）

備考（運行休止区間等）

茨城交通(株) 東京－ひたちなか 通常運行

災　害　情　報
平成30年８月９日13:30現在

関東運輸局

台風13号の被害状況等について（第５報）

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 主な被害状況等

８月７日から８日にかけて、管内の旅行業協会、ホテル協会、旅館協会、シティホテル連盟、レストラン協
会、鉄軌道事業者、バス協会、トラック協会、法人タクシー協会、個人タクシー協会、倉庫協会、冷蔵倉庫協
会、バスターミナル事業者、自動車道事業者、関東旅客船協会等に注意喚起を発出

８月８日、関東運輸局ホームページへ「関東地域の公共交通機関ご利用に関する注意喚起」を掲載

管内の支局、事務所に注意体制を発令

１．関東運輸局の体制

○鉄道関係 （8月9日12:00現在）

○自動車関係
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東武バスウエスト（株） 羽田空港－朝霞台、志木、ふじみ野 通常運行

日東交通(株) 東京駅－鴨川 通常運行 アクシー号

東武バスウエスト（株） 羽田空港－桶川、上尾 通常運行

東武バスウエスト（株） 神明町車庫－ＴＤＲ 通常運行

日東交通(株)

京成バス（株）

羽田空港－千葉中央駅 通常運行 千葉羽田線

京成バス（株） 成田空港－大宮

千葉－館山 通常運行

浦和、池袋－ＴＤＲ 通常運行

西武観光バス（株） 横浜、羽田－軽井沢 通常運行

京成バス（株） 東京駅－安房鴨川駅 通常運行 東京鴨川線

京成バス（株） 東京駅－勝浦、小湊、安房御宿 通常運行 東京勝浦線

千葉駅－鴨川 通常運行 カピーナ号

京成バス（株） 大崎駅－成田空港 運休 成田シャトル

東武バスセントラル（株） 羽田空港－いわき 運休

東武バスウエスト（株） 成田空港－大宮 通常運行 ＯＮライナー

東武バスウエスト（株） 成田空港－坂戸、森林公園 運休

京成バス（株） 銚子－東京 一部運休

日東交通(株)

西武バス（株） 所沢－羽田空港 通常運行

犬吠埼太陽の里～陣屋町
間区間運休

西武バス（株） 川越－羽田空港 通常運行

西武バス（株） 大宮－羽田空港 通常運行

西武バス（株） 和光－羽田空港 通常運行

通常運行 ＯＮライナー

京成バス（株）

成田空港－所沢駅 通常運行 所沢成田空港線

京成バス（株）

東京空港交通(株) 川越－羽田空港 通常運行

ＷＩＬＬＥＲＥＸＰＲＥＳＳ（株） 成田シャトル 通常運行

西武バス（株） 成田空港－大宮 通常運行 ＯＮライナー

東京空港交通(株) 大宮－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 石神井、和光－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 所沢－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 四街道－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 千葉、幕張－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 浦和－羽田空港 通常運行

茨城交通(株) 日立、勝田、水戸－成田空港 運休

茨城交通(株) 内原－仙台 運休 仙台線

通常運行

千葉中央バス(株) 新宿－土気 通常運行

茨城交通(株) 太田、大宮－東京 運休 太田・大宮線

茨城交通(株) 益子、笠間－秋葉原 運休

千葉中央バス(株) 千葉駅－亀田病院 通常運行 カピーナ号

関東やきものライナー

通常運行

房総なのはな号
館山～安房白浜間区間運
休

日東交通(株) 東京駅－館山、千倉、安房白浜 一部運休

東京空港交通(株) 新宿－千葉

東京空港交通(株) 池袋、新宿－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 東京、浅草－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 一之江、豊洲－羽田空港 通常運行

東京空港交通(株) 大網－羽田空港

茨城交通(株) 日立－名古屋 運休 名古屋線

茨城交通(株) 大子－東京 運休 大子線

千葉中央バス(株) 羽田空港－大網駅 通常運行

東京空港交通(株) 池袋、新宿－成田空港 通常運行

東京空港交通(株) ふじみ野－成田空港 通常運行
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・路線バス関係

（運行状況）

・タクシー関係

・自動車道

京浜急行バス（株） 朝霞台、志木、ふじみ野－羽田空港

通常運行

事業者名

鴨川日東バス(株)

川越観光自動車（株）

京浜急行バス（株）

京浜急行バス（株）

京浜急行バス（株） 王子、赤羽、川口－羽田空港 通常運行

京浜急行バス（株） 幕張、千葉、千葉中央－羽田空港

千葉交通（株） 成田空港シャトルバス 通常運行

京浜急行バス（株） さいたま新都心、大宮－羽田空港 通常運行

千葉交通（株）

関鉄グリーンバス（株） 鹿島大野駅、潮来駅 通常運行

関東鉄道（株）

茨城交通（株） 勝田駅－海浜公園南口

路線（方面）名 被害状況

(株)千葉交タクシー 岬めぐりシャトルバス

通常運行鴨川市コミュニティバス北ルート、南ルート、清澄線

千葉中央バス(株) 東京駅－大網駅 通常運行 深夜急行バス

備考（運行休止区間等）

８／９終日運休

一部運休 安全運転中央研修所折り返し運行

筑波山シャトル 通常運行

通常運行

関東鉄道（株） 茨城空港－東京駅 通常運行

関東鉄道（株） 羽田空港－鹿島神宮駅 通常運行

事業者名 運休状況 運行再開の見通し 被害状況

通常運行

京浜急行バス（株） 桶川、上尾－羽田空港 通常運行

京浜急行バス（株） 鹿島神宮駅－羽田空港

通常運行

京浜急行バス（株） 横浜、品川－軽井沢

都道府県名

被害情報なし

都道府県 路線名 被害状況

被害情報なし

主たる原因

東京空港交通(株) 新宿－千葉駅 通常運行 深夜急行バス

ジェイアールバス関東（株） 東京駅－いわき駅 運休 いわき号

ジェイアールバス関東（株） 東京駅－館山、千倉、安房白浜 通常運行

羽田空港－川越 通常運行

成田空港－坂戸、森林公園 通常運行

さいたま新都心、大宮－羽田空港

水戸、日立－羽田空港 通常運行

イーグルバス（株）

千葉交通（株） 成田市コミュニティバス 通常運行 ８／９午前中の出発する便のみ運休

千葉交通（株） 多古循環 通常運行 ８／９午前中の出発する便のみ運休

通常運行

蓮沼循環線 通常運行

千葉交通（株） 水戸線 通常運行

日立電鉄交通サービス(株) 日立、水戸－成田空港 運休

運休

日立電鉄交通サービス(株) 日立、水戸－羽田空港 運休

千葉交通（株） 匝瑳循環 通常運行 ８／９午前中の出発する便のみ運休

千葉交通（株） 横芝光町循環 通常運行 ８／９午前中の出発する便のみ運休

千葉交通（株） 香取市コミュニティバス 通常運行 ８／９午前中の出発する便のみ運休

千葉交通（株） 旭市コミュニティバス 通常運行 ８／９終日運休

日東交通(株) 君津マザー牧場線 運休

鴨川日東バス(株) 館山、鴨川線 通常運行

鴨川日東バス(株) 太海線 通常運行

日東交通(株) 木更津鴨川線 通常運行 天候回復次第運行再開予定

鴨川日東バス(株) 鴨川市内線 通常運行

鴨川日東バス(株) 長狭、金谷線 通常運行
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・バスターミナル

・整備関係

被害情報無し

・トラック関係

被害情報無し

（１）施設等の被害状況

①　教育・訓練施設等

②　貨物船事業者

被害情報無し

③　造船所

・現在、入手している主要造船所の被害情報は以下のとおり

④　ボートレース場等

・現在、入手しているボートレース場等の被害情報は以下のとおり

（２）運航状況

１）営業倉庫の被害状況

２）公共トラックターミナルの被害状況

被害情報なし

東京湾フェリー㈱ 久里浜～金谷 運航再開

午後より東京～大島間ジェットフォイルの
み就航

熱海～大島 運休

運休

所在地

都道府県 バスターミナル名 被害状況

箱根観光船㈱ 箱根町～湖尻桃源台 運航再開

伊豆箱根鉄道㈱ 箱根関所跡～湖尻 運航再開

神新汽船㈱ 神津島～下田 運休

被害情報無し

東京水辺ライン 運休(公財)東京都公園協会

東京～大島～神津島 一部運休

東海汽船㈱ 神津島～熱海 運休

東海汽船㈱

伊豆諸島開発㈱ 八丈島～青ヶ島

東海汽船㈱ 東京～八丈島

運休

東京都観光汽船㈱ 浅草～日の出 等 一部運休

㈱ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運航再開

東海汽船㈱

所在地 事業者名 被害状況

被害状況

所在地 事業者名 被害状況

被害情報なし

施設被害 営業状況

商船三井フェリー㈱ 大洗～苫小牧 運休

独立行政法人名 被害状況

被害情報なし

都道府県 倉庫名 被　害　内　容

都道府県 ターミナル名 所在地

○海事関係 （8月9日12：30現在）

○物流関係 （8月9日13：30現在）

被害情報無し

事業者名 航路名 運航状況

被害情報なし
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被害情報なし

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

可

可

可

可

可

可

可

可

被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し

被害情報無し

被害情報無し

川崎海

神奈川

　　　川崎

　　　相模

　　　湘南

山梨

東京

　　　足立

　　　練馬

　　　多摩

　　　八王子

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

　　　所沢

千葉

　　　野田

　　　習志野

　　　袖ヶ浦 被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し

業務継続
の可否

可

　　　佐野

群馬

埼玉

　　　熊谷

　　　　春日部

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

栃木

庁舎等の施設被害 職員の安否・人的被害

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

茨城

　　　土浦

　　　鹿島

可

可

被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

○庁舎関係 （8月9日13：30現在）

○観光関係 （8月9日13：30現在）
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