
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）

東日本旅客鉄道（株） 久留里線 全線

災　害　情　報

関東運輸局

台風２４号の被害状況等について（第２報）

１．関東運輸局の体制

9月27日

○鉄道関係 （9月30日19:00現在）

平成30年9月30日 19:00 現在

9月30日 15:10

事業者名 線　　名 運転休止区間

東日本旅客鉄道（株） 内房線 館山～安房鴨川

9月28日

東日本旅客鉄道（株） 成田線 全線

東日本旅客鉄道（株） 鹿島線 佐原～鹿島神宮

東日本旅客鉄道（株） 内房線 全線

東日本旅客鉄道（株） 東金線 全線 20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

東日本旅客鉄道（株） 京葉線 全線

東日本旅客鉄道（株） 外房線 全線

東日本旅客鉄道（株） 総武線 全線

東日本旅客鉄道（株） 東北線 全線

東日本旅客鉄道（株） 赤羽線 全線

東日本旅客鉄道（株） 南武線 全線

東日本旅客鉄道（株） 東海道線 全線

東日本旅客鉄道（株） 山手線 全線

東日本旅客鉄道（株） 根岸線 全線

東日本旅客鉄道（株） 横須賀線 全線 20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

東日本旅客鉄道（株） 中央線 東京～高尾

東日本旅客鉄道（株） 鶴見線 全線

東日本旅客鉄道（株） 武蔵野線 全線

東日本旅客鉄道（株） 横浜線 全線

20時00分から運転見合わせ予定

東日本旅客鉄道（株） 高崎線 全線

東日本旅客鉄道（株） 八高線 全線

東日本旅客鉄道（株） 青梅線 全線

東日本旅客鉄道（株） 五日市線 全線

22時00分から運転見合わせ予定

東日本旅客鉄道（株） 相模線 全線

東日本旅客鉄道（株） 中央線 高尾～小淵沢 17時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

東日本旅客鉄道（株） 川越線 全線

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

主な被害状況等

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

22時00分から運転見合わせ予定

22時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

18時00分から運転見合わせ予定

22時00分以降も運転見合わせ予定

法面崩壊　江見駅～太海駅間

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定
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・高速バス関係

（運行状況）

東京モノレール 東京モノレール羽田空港線 全線 21時00分頃から運転見合わせ予定

小湊鉄道 小湊鉄道線 全線 20時00分頃から運転見合わせ予定

伊豆箱根鉄道 大雄山線 全線 22時45分頃から運転見合わせ予定

京王電鉄 京王動物薗線 全線 22時00分頃から運転見合わせ予定

箱根登山鉄道 鉄道線 小田原～箱根湯本 18時59分頃から運転見合わせ予定

箱根登山鉄道 鉄道線 箱根湯本～強羅 19時15分頃から運転見合わせ予定

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

西武秩父線 全線

西武鉄道（株） 新宿線 全線

東日本旅客鉄道（株） 烏山線 全線

東日本旅客鉄道（株） 常磐線 全線

○自動車関係 （9月30日18:00現在）

西武鉄道（株） 池袋線 全線

西武鉄道（株）

西武鉄道（株） 国分寺線 全線

西武鉄道（株） 多摩湖線 全線

西武鉄道（株） 西武園線 全線

東日本旅客鉄道（株） 水郡線 全線

東日本旅客鉄道（株） 日光線 全線

東日本旅客鉄道（株） 両毛線 全線

東日本旅客鉄道（株） 水戸線 全線

東日本旅客鉄道（株） 上越線 全線

東日本旅客鉄道（株） 吾妻線 全線

多摩川線 全線

東京地下鉄（株） 東西線 東陽町～西船橋

西武鉄道（株） 狭山線 全線

西武鉄道（株） 拝島線 全線

西武鉄道（株） 西武有楽町線 全線

西武鉄道（株） 豊島線 全線

小田急電鉄（株） 多摩線 全線

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

20時00分から運転見合わせ予定

小田急電鉄（株） 小田原線 全線

小田急電鉄（株） 江ノ島線 全線

西武鉄道（株）

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

21時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

22時00分頃から運転見合わせ予定

ジェイアールバス関東（株） ＴＤＲ、上野、東京－富山、金沢 運休 青春ドリーム金沢号・グランドリーム金沢号

ジェイアールバス関東（株） 東京－名古屋、岐阜 運休 ドリームなごや号・青春ドリームなごや号

ジェイアールバス関東（株） 東京－可児、名古屋 運休 中央ライナーなごや号・中央ライナー可児号

ジェイアールバス関東（株） 東京－福井 運休 ドリーム福井号

ジェイアールバス関東（株） 東京－福島 運休 夢街道会津号（夜行）

ジェイアールバス関東（株） 東京－いわき 運休 いわき号

ジェイアールバス関東（株） 東京－日立 運休 ひたち号・ミッドナイトひたち号

ジェイアールバス関東（株） ＵＳＪ－小諸駅 運休 青春ドリーム信州号

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） ＴＤＲ、東京－京都、大阪、三宮、奈良 運休 ドリーム号

ジェイアールバス関東（株） 東京－西条、広島 運休 ニューブリーズ号

ジェイアールバス関東（株） 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） 東京－知多 運休 知多シーガル号

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－成田空港 運休 ＴＨＥアクセス成田

ジェイアールバス関東（株） 東京－カシマサッカースタジアム 運休 かしま号

京王バス（株） 新宿－富士五湖 運休

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

ジェイアールバス関東（株） 東京－松山、高知、高松、徳島 運休 ドリーム松山号・高知号・高松号・徳島号

ジェイアールバス関東（株） 東京－館山 運休 なのはな号

京王バス（株） 新宿－伊那、飯田 運休

京王バス（株） 新宿－諏訪、岡谷、茅野 運休
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京王バス（株） 新宿－上高地 運休 さわやか信州号

京王バス（株） 新宿－長野 運休

京王バス（株） 新宿－飛騨高山 運休

京王バス（株） 新宿－松本 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－金沢 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－三重 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－島根 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－関西 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－愛知 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 成田シャトル 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－山形 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－仙台 運休

東急バス（株） 渋谷－今治 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－倉敷 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－広島 運休

ＷＩＬＬＥＲ ＥＸＰＲＥＳＳ（株） 関東－城崎 運休

東急バス（株） たまプラーザ－ＴＤＲ 運休

小田急バス（株） 新宿－秋田 運休 フローラ号

小田急バス（株） 新宿－岐阜 運休 パピヨン号

東急バス（株） 渋谷－藤枝 運休

東急バス（株） 渋谷－御殿場、河口湖 運休

東急バス（株） 渋谷－上高地 運休

小田急バス（株） 新宿－高知 運休 ブルーメッツ号

小田急バス（株） 新宿－木更津 運休

関東バス（株） 新宿－奈良 運休 やまと号

小田急バス（株） 新宿－倉敷 運休 ルミナス号

小田急バス（株） 新宿－三原 運休 エトワールセト号

小田急バス（株） 東京－広島 運休 ニューブリーズ号

関東バス（株） 新宿－豊橋 運休 ほの国号

千葉中央バス（株） ＴＤＲ－京都 運休

千葉中央バス（株） 東京－千葉 運休

関東バス（株） 新宿－京都 運休 東京ミッドナイトエクスプレス京都号

関東バス（株） 池袋－大阪なんば 運休 ドリームスリーパー東京大阪号

関東バス（株） 新宿－岡山、倉敷 運休 マスカット号

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） 東京－京都、大阪、ＵＳＪ 運休 ツインクル

西東京バス（株） 東京－金沢、加賀温泉 運休

千葉中央バス（株） 千葉－鴨川 運休

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

西東京バス（株） 新宿、横浜－高松、丸亀 運休 ハローブリッジ号

（株）オー・ティー・ビー 東京－仙台、山形 運休

（株）オー・ティー・ビー 東京－名古屋、岐阜 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－北陸 運休

（株）桜交通 関東－金沢 運休

（株）桜交通 関東－名古屋 運休

（株）桜交通 関東－関西 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－九州 運休

（株）千葉みらい観光バス 東京－富山、金沢 運休

（株）千葉みらい観光バス 東京－盛岡、秋田 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－関西 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－中国 運休

（株）オー・ティー・ビー 関東－四国 運休

京成バス（株） 成田空港－橋本、相模大野、町田 運休

（株）千葉みらい観光バス 東京－姫路、岡山、倉敷 運休

（株）千葉みらい観光バス 東京－京都、大阪、姫路 運休

京成バス（株） 成田空港－新富士、沼津 運休
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西武バス（株） 新宿、池袋－富山、高岡、氷見 運休

西武バス（株） 金沢エクスプレス 運休

西武バス（株） 東京－伊勢、津、鳥羽 運休

国際興業（株） 東京－遠野、釜石 運休 遠野釜石号

国際興業（株） 東京－八戸、十和田 運休 シリウス号

国際興業（株） 東京－鶴岡、酒田 運休 夕陽号

西武バス（株） 東京、大宮－長岡、新潟 運休

西武バス（株） 新宿、池袋－上越 運休

西武バス（株） ホワイトビーチシャトル 運休

西武バス（株） 羽田空港－石神井公園、和光 運休

西武バス（株） 羽田空港－所沢 運休

西武バス（株） 東京－熊野、南紀勝浦 運休

西武バス（株） ドリームさいたま号 運休

西武バス（株） 京都びわこドリーム号 運休

東武バス（株） 羽田空港－朝霞台、志木、ふじみ野 運休

東北急行バス（株） 品川、横浜－津山、岡山 運休 ルブラン

東北急行バス（株） 東京－岡山、倉敷 運休 ままかりライナー

西武バス（株） 羽田空港－川越 運休

西武バス（株） 羽田空港－大宮 運休

東武バス（株） 成田空港－森林公園、坂戸、川越 運休

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） 東京－山形、新庄 運休 ＴＯＫＹＯサンライズ号

京成バス（株） 成田空港－東京 運休

京成バス（株） 成田空港－大崎 運休

京成バス（株） 千葉－奈良 運休

京成バス（株） 千葉－名古屋 運休

京浜急行バス（株） 品川－徳島 運休 エディー号

京成バス（株） 羽田空港－亀有、小岩 運休

京成バス（株） 羽田空港－津田沼 運休

京成バス（株） 千葉－神戸、大阪 運休

京浜急行バス（株） 品川、横浜－青森、五所川原 運休 ノクターン号

京浜急行バス（株） 羽田空港－川口 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港－さいたま新都心、大宮 運休

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－舞鶴 運休 シルフィード号

京浜急行バス（株） 品川－鳥取、倉敷、米子 運休 キャメル号

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－弘前、青森 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－盛岡 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－秋田 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港－甲府、竜王 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港－御殿場、箱根桃源台 運休

京浜急行バス（株） 羽田空港－水戸、日立 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－新潟 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－中部 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－関西 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－仙台 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－福島、山形 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－北陸 運休

国際興業（株） 東京－盛岡 運休 ドリーム盛岡号

国際興業（株） 川口羽田線 運休

国際興業（株） 大宮羽田線 運休

国際興業（株） 池袋羽田線 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－広島 運休

（株）ジャムジャムエクスプレス 関東－岡山、倉敷 運休

国際興業（株） 浦和羽田線 運休
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川越観光自動車（株） 森林公園、坂戸、川越－成田空港 運休

国際十王交通（株） 坂戸、森林公園、熊谷－羽田空港 運休

国際十王交通（株） 久喜、鴻巣、熊谷－成田空港 運休

日立電鉄交通サービス（株） いわき－ＴＤＲ 運休

日立電鉄交通サービス（株） 東京－日立 運休

日立電鉄交通サービス（株） 日立－羽田空港 運休

成田空港交通（株） 成田空港－仙台 運休

成田空港交通（株） 成田空港－長野 運休

成田空港交通（株） 海浜幕張－和歌山 運休

杉崎観光バス（株） 杉崎高速バス中国方面 運休

杉崎観光バス（株） 杉崎高速バス関西方面 運休

杉崎観光バス（株） 杉崎高速バス山陰方面 運休

杉崎観光バス（株） 杉崎高速バス北陸方面 運休

日立電鉄交通サービス（株） 日立－成田空港 運休

相鉄バス（株） 横浜－河口湖 運休 レイクライナー

杉崎観光バス（株） 杉崎高速バス東海方面 運休

東北急行バス（株） 東京－福島、米沢、山形 運休 レインボー号

東北急行バス（株） 東京－仙台 運休 ニュースター号・ホリデースター号

茨城交通（株） 東京－水戸 運休 みと号

平成コミュニティバス（株） ＶＩＰライナー全便 運休

平成エンタープライズ（株） ＶＩＰライナー全便 運休

日本中央バス（株） 群馬、佐野－名古屋、京都、奈良、大阪 運休 シルクライナー

茨城交通（株） 日立－名古屋 運休 名古屋線

茨城交通（株） 日立－羽田空港 運休 羽田線

茨城交通（株） 日立－成田空港 運休 成田線

富士急湘南バス（株） 小田原－京都、大阪 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 河口湖－横浜 運休 レイクライナー

日本中央バス（株） 前橋、高崎－池袋、新宿、秋葉原 運休

日本中央バス（株） 東京、埼玉、群馬－富山、金沢 運休

東京富士交通（株） ナイトライナー全便 運休

広栄交通バス（株） 新宿－大阪 運休 ブルーライナー

江ノ電バス（株） 戸塚－堺市 運休

江ノ電バス（株） 藤沢－田沢湖 運休

（株）フジエクスプレス 河口湖－渋谷 運休

（株）フジエクスプレス 東京－久慈 運休 きずな号

富士急行観光（株） 新宿－河口湖 運休

日東交通（株） 鴨川－東京 運休

日東交通（株） 鴨川－千葉 運休

関東自動車（株） 宇都宮－京都、大阪 運休 とちの木号

神奈川中央交通（株） 橋本、相模大野、町田－成田空港 運休

日東交通（株） 木更津－東京 運休

日東交通（株） 君津－東京 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

東京バス（株） 東京－京都、大阪 運休 東京特急ニュースター号

関東自動車（株） 宇都宮－名古屋 運休

関東自動車（株） 宇都宮－成田空港 運休 マロニエ号

関東自動車（株） 大田－成田空港 運休 メープル号

山梨交通（株） 甲府、竜王－静岡 運休

山梨交通（株） 甲府、竜王－成田空港 運休

山梨交通（株） 甲府、竜王－羽田空港 運休

東京バス（株） 羽田空港－川口、王子、赤羽 運休

山梨交通（株） 甲府、竜王－京都、大阪 運休

山梨交通（株） 甲府、竜王－名古屋 運休

関東自動車（株） 宇都宮－羽田空港 運休 マロニエ号

イーグルバス（株） 川越－大阪 運休 ムーンスター号
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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

（２）運航状況

被害情報なし

所在地 事業者名 被害状況

被害情報なし

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

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

○海事関係 （9月30日19:00現在）

所在地 独立行政法人名 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

所在地 事業者名 被害状況

路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

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

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

東京都観光汽船（株） 浅草～日の出 運休

（株）ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運休

箱根観光船（株） 箱根町～湖尻桃源台 運休

商船三井フェリー（株） 大洗～苫小牧 運休

東海汽船（株） 熱海～大島 運休

伊豆諸島開発（株） 父島～母島 運休

伊豆箱根鉄道（株） 箱根関所跡～湖尻 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
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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

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

なし

可

　　　八王子 なし なし

　　　佐野 なし なし

川崎海 なし なし

なし なし

千葉 なし なし

　　　野田 なし なし

　　　　春日部 なし なし

　　　所沢 なし なし

　　　習志野 なし なし

　　　袖ヶ浦 なし なし

　　　熊谷 なし なし

群馬

神奈川 なし なし

　　　練馬 なし

　　　多摩 なし なし

　　　湘南 なし なし

山梨 なし なし

　　　川崎 なし なし

　　　相模 なし なし

東京 なし なし

　　　足立 なし なし

　　　鹿島 なし なし

栃木 なし なし

茨城 なし なし

　　　土浦 なし なし

埼玉 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

○物流関係 （9月30日19:00現在）

都道府県 倉庫名 被　害　内　容

○庁舎関係 （9月30日19:00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 （9月30日19:00現在）

（公財）東京都公園協会 東京水辺ライン 運休
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