
注意体制

２．関東運輸局の対応

○以下の事業者団体等に対し文書発出

・ 港運協会

・ 倉庫協会、冷蔵倉庫協会、日本自動車ターミナル（株）

・ 関東鉄道協会、各鉄道事業者

・ トラック協会、ハイヤータクシー協会、個人タクシー協会、バス協会

・ 造船・舶用工業事業者、ボートレース施行者

・ 関東旅客船協会、廃油処理事業者

・ 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

・ バスターミナル事業者、自動車道自動車

・ 小型船舶免許講習機関等、水先人会

３．被害状況・運行状況

（施設の被害等）

（運行状況）

・高速バス関係

（運行状況）

西東京バス（株） 東京－京都、大阪 運休 カジュアルツインクル号

西東京バス（株） 新宿、横浜－松山、八幡浜 運休 オレンジライナー号

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－関西 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－愛知 運休

ジェイアールバス関東（株） 東京－富士急ハイランド・河口湖駅 一部運休

東京－清水 運休 しみずライナー号

ジェイアールバス関東（株） 新宿－静岡 運休 静岡号

ジェイアールバス関東（株） 東京－静岡、浜松、名古屋 運休 東名ハイウェイバス

ジェイアールバス関東（株）

ジェイアールバス関東（株） 東京－京都、大阪 運休 東海道昼特急・中央道昼特急

運休 キャメル号

品川－徳島 運休

災　害　情　報

関東運輸局

台風２４号の被害状況等について（第6報）

１．関東運輸局の体制

9月27日

○鉄道関係 （10月1日18:00現在）

平成30年10月1日 18:00 現在

9月30日 15:10

事業者名 線　　名 運転休止区間

9月28日

運転状況 備考

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

京浜急行バス（株）

○自動車関係 （10月1日17:00現在）

京浜急行バス（株） 品川－盛岡、宮古 運休 ビーム１号

京浜急行バス（株） 品川－鳥取、倉敷、米子

エディー号

東北急行バス（株） 東京、横浜－京都、大阪 運休 フライングスニーカー号・フラインライナー号

東北急行バス（株） 東京－富山、金沢 運休 きまっし号

東北急行バス（株） 品川、横浜－津山、岡山 運休 ルブラン

富士急山梨バス（株） 富士山駅－名鉄バスセンター 運休

富士急山梨バス（株） 河口湖－京都、大阪 運休

（株）フジエクスプレス 東京－久慈 運休 きずな号

富士急山梨バス（株） 東京駅－河口湖 運休

被害情報なし

富士急行観光（株） 新宿－河口湖 運休
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・路線バス関係　

（運行状況）

・タクシー関係

・自動車道

・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

被害情報なし

○海事関係 （10月1日18:00現在）

所在地 独立行政法人名 被害状況

所在地 事業者名 被害状況

被害情報なし

所在地 事業者名 被害状況

被害情報なし

都道府県 バスターミナル名 被害状況

被害情報なし

都道府県 路線名 被害状況

被害情報なし

被害情報なし

被害情報なし

事業者名 運休状況 主たる原因 運行再開の見通し 被害状況 都道府県名

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

広栄交通バス（株） 新宿－大阪 運休 ブルーライナー

関東自動車（株） 宇都宮－京都、大阪 運休 とちの木号

運休成田空港交通（株） 海浜幕張－和歌山

関東自動車（株） 宇都宮－名古屋 運休

東京バス（株） 東京－京都、大阪 運休 東京特急ニュースター号

山梨交通（株） 甲府、竜王－京都、大阪 運休

東京バス（株） 東京－名古屋 運休 東名特急ニュースター号
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（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

可

可

可

可

可

可

可

可

なし

茨城 なし なし

被害情報なし

都道府県 ターミナル名 所在地 施設被害 営業状況

可

可

なし なし

　　　野田 通路天井破損 なし

　　　　春日部 なし なし

　　　所沢 なし なし

　　　習志野 出口側門扉（蛇腹型）が大幅に破損、使用不能 なし

　　　熊谷 なし なし

群馬

可

可

可

可

可

　　　佐野 なし なし

なし なし

千葉

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

川崎海 なし なし

　　　袖ヶ浦 門扉破損 なし

神奈川 渡り廊下屋根パネル損壊 なし

　　　湘南 なし なし

山梨 なし なし

　　　川崎 なし なし

　　　相模 門扉の損傷 なし

東京 外階段踊場壁面崩落、構内電線断線 なし

なし

　　　八王子 なし なし

　　　練馬 なし なし

　　　土浦 自転車置き場崩壊 なし

埼玉 次長室UVガラス破損、ブラインド破損 なし

　　　多摩 看板破損、樹木傾斜 なし

　　　鹿島 なし なし

栃木 なし

　　　足立 門扉の損傷

○物流関係 （10月1日18:00現在）

都道府県 倉庫名 被　害　内　容

○庁舎関係 （10月1日12:00現在）

所属 庁舎等の施設被害 職員の安否・人的被害
業務継続
の可否

被害情報なし

○観光関係 （10月1日18:00現在）

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

東京湾フェリー（株） 久里浜～金谷 運休

商船三井フェリー（株） 大洗～苫小牧 一部運休 苫小牧発（夕方18:45）就航予定

東海汽船（株） 熱海～大島 運休

東海汽船（株） 東京～大島～神津島 運休

東海汽船（株） 東京～八丈島 運休 東京発(今晩23:30）より就航予定

伊豆諸島開発（株） 父島～母島 運休

（公財）東京都公園協会 東京水辺ライン 運休

神新汽船（株） 神津島～下田 運休

伊豆諸島開発（株） 八丈島～青ヶ島 運休

東京都観光汽船（株） 浅草～日の出 一部運休
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