
※　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．関東運輸局の体制

　9:15　注意体制

　9:00  注意体制解除

２．関係機関の体制

国土交通本省  16:00　注意体制
 2:46　 警戒体制
 6:40　 非常体制

関東地方整備局

４．被害状況

（施設の被害等）

被害情報無し

（運行状況）

・高速バス関係

（運行状況）

京王バス東㈱ 新宿～富士山 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～富士急ハイランド、河口湖 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～南アルプス、身延 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～長野 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～神戸、姫路 通常運行

京王バス東㈱ 新宿～名古屋

［防災事項］

［補足事項］

○鉄道関係（7月30日15:00現在）

○自動車関係（7月30日15：00現在）

京王バス東㈱ 新宿～清水、静岡

京王バス東㈱ 新宿～高山

被害情報無し

事業者名 路線（方面）名 被害状況

災　害　情　報
平成30年8月4日9:00現在

関東運輸局

平成30年7月豪雨及び台風12号の被害状況について（第13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

7月3日

7月5日

8月4日

7月2日

7月3日

　台風第１２号は、３０日夜にかけて九州の西海上を南に進み、３１日にかけて屋久
島の西の海上にほとんど停滞する見込みです。九州南部と奄美地方、四国地方を中心
に非常に激しい雨が降り、西日本は３１日にかけて大雨となるでしょう。土砂災害、
低い土地の浸水に警戒、河川の増水や氾濫に注意してください。

［台風の現況と予想］
　台風第１２号は、３０日３時には枕崎市の北西約８０キロを１時間におよそ２５キ
ロの速さで南西へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は１
８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速
１５メートル以上の強い風が吹いています。

　台風は次第に速度を落としながら、３０日夜にかけて九州の西海上を南に進み、３
１日にかけて屋久島の西の海上にほとんど停滞する見込みです。九州や四国では、台
風による影響が長時間続くおそれがあります。台風は８月１日には発達しながら九州
の西海上を西に進むでしょう。

　　関東地方の関係では特になし

　　関東地方の関係では特になし

３．気象概要（平成３０年７月３０日０５時０３分　気象庁予報部発表情報原文）

［気象状況と予想］ 

備考（運行休止区間等）

通常運行

通常運行

運休
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東京バス（株） 東京〜大阪 運休

東急トランセ（株） 渋谷〜藤枝 運休

（株）江ノ電バス藤沢 藤沢〜京都、大阪 通常運行

成田空港交通（株） 千葉〜大阪、和歌山 通常運行

京成バス（株） 千葉〜名古屋 通常運行 TDR横浜名古屋線

京成バス（株） 千葉〜奈良 通常運行 やまと号

東急トランセ（株） 渋谷〜今治 通常運行

WILLER EXPRESS関東（株） 関東〜三重 通常運行

WILLER EXPRESS関東（株） 関東〜出雲 通常運行

WILLER EXPRESS関東（株） 関東〜広島 通常運行

西武観光バス（株） 大宮〜南紀白浜 通常運行 ホワイトビーチシャトル

WILLER EXPRESS関東（株） 関東〜岡山 通常運行

WILLER EXPRESS関東（株） 関東〜城崎 通常運行

西武観光バス（株） 大宮〜熊野 通常運行

西武観光バス（株） 大宮〜大阪 通常運行 ドリームさいたま号

西武観光バス（株） 大宮〜京都 通常運行 京都びわこドリーム号

小湊鉄道（株） 袖ヶ浦〜東京 通常運行

小湊鉄道（株） 茂原〜羽田空港、横浜 通常運行

西武観光バス（株） 大宮〜伊勢 通常運行

小湊鉄道（株） 蘇我、五井〜羽田空港 通常運行

小湊鉄道（株） 五井〜新宿、横浜 通常運行

小湊鉄道（株） 木更津〜新宿、渋谷、品川、横浜、羽田空港通常運行

ジャムジャムエクスプレス（株） 関東〜関西 通常運行

ジャムジャムエクスプレス（株） 関東〜広島 通常運行

ジャムジャムエクスプレス（株） 関東〜岡山 通常運行

関東バス（株） 東京〜豊川 通常運行 ほの国号

関東バス（株） 東京〜京都 通常運行 東京ミッドナイト京都号

ジャムジャムエクスプレス（株） 関東〜中部 通常運行

関東バス（株） 東京〜奈良 通常運行 やまと号

関東バス（株） 東京〜倉敷 通常運行 マスカット号

関東バス（株） 東京〜大阪 運休 ドリームスリーパー東京大阪号

小田急シティバス（株） 新宿〜高知 通常運行 ブルーメッツ号

小田急シティバス（株） 新宿〜西条、広島 運休 ニューブリーズ号

西東京バス（株） 東京〜愛媛 通常運行 オレンジライナー号

富士急シティバス㈱ 東京～沼津 通常運行

小田急シティバス（株） 新宿〜木更津 通常運行

小田急シティバス（株） 新宿〜三島 通常運行

京浜急行バス㈱ 羽田空港、横浜～御殿場、箱根 通常運行 御殿場〜桃源台区間運休

京浜急行バス㈱ 羽田〜木更津、五井、君津、茂原、東金、大多喜 通常運行 御殿場〜桃源台区間運休

富士急山梨バス㈱ 東京～富士山 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～高松 通常運行 ドリーム高松号

ジェイアールバス関東㈱ 東京～高知 通常運行 ドリーム高知号

ジェイアールバス関東㈱ 東京～徳島 通常運行 ドリーム徳島号

通常運行 青春ドリーム信州

ジェイアールバス関東㈱ 東京～名古屋 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京〜松山 通常運行 ドリーム松山号

通常運行 知多シーガル号

ジェイアールバス関東㈱ 新宿〜静岡 通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～箱根 通常運行

通常運行

ジェイアールバス関東㈱ 東京～福井 通常運行 ドリーム福井号

ジェイアールバス関東㈱ 東京～京都、大阪、三宮 通常運行

京王電鉄バス（株） 新宿～福岡 通常運行 はかた号

千葉交通㈱ 銚子、成田〜大阪 運休

京王バス東㈱ 新宿～白馬、栂池

ジェイアールバス関東㈱ 東京〜名古屋、岐阜

ジェイアールバス関東㈱ 新宿～知多

ジェイアールバス関東㈱ 小諸〜大阪

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

京王バス東㈱ 新宿～上高地 運休

京王バス東㈱ 新宿～扇沢 運休

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

（株）オー・ティー・ビー 関東〜新山口 通常運行

（株）オー・ティー・ビー 関東〜九州 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

東京バス（株） 東京〜名古屋 運休

茨城交通（株） 茨城〜名古屋 通常運行

通常運行

通常運行

富士急山梨バス（株） 無生野線 通常運行

富士急山梨バス（株） 松姫峠線 通常運行

山梨交通（株） 塩山駅～落合 通常運行

富士急山梨バス（株） 富士スバルライン五合目線 通常運行

富士急山梨バス（株） 天下茶屋線 通常運行

富士急山梨バス（株） 高速バス　新宿～富士山五合目線 通常運行

富士急山梨バス（株） 竹の内・小菅の湯線 通常運行

富士急山梨バス（株） 飯尾線

○海事関係（7月30日15:00現在）

（株）俵屋観光 早川町乗合バス

所在地

都道府県 バスターミナル名 被害状況

被害情報なし

被害情報なし

所在地 事業者名 被害状況

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

独立行政法人名 被害状況

被害情報なし

都道府県名

南アルプス市 広河原～北沢峠 通常運行

山梨交通（株）

被害情報なし

都道府県 路線名 被害状況

被害情報なし

山梨交通（株） 奈良田～広河原線（２１条） 通常運行

甲府駅・芦安～広河原線 通常運行

日本中央バス（株） 新町駅～上野ふれあい館 通常運行

（株）群馬バス 高崎駅～榛名湖線 通常運行

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

3 / 4



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

運航再開 台風第12号による

○物流関係（7月30日15:00現在）

○観光関係（7月30日15:00現在）

○庁舎関係（7月30日15:00現在）

東海汽船㈱ 東京～大島～神津島

東海汽船㈱ 東京～八丈島 運航再開 台風第12号による

神新汽船㈱ 神津島～下田 運航再開 台風第12号による

可

可

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

車庫のシャッター一部損傷、修復済み 被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

茨城

　　　土浦

　　　鹿島

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

事業者名 航路名 運航状況 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

被害情報無し

被害情報無し

被害情報無し 被害情報無し

商船三井フェリー㈱ 大洗～苫小牧 定時運航 台風第12号による

都道府県 倉庫名 被　害　内　容

都道府県 ターミナル名 所在地

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
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