
※　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  

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

・ 日本船舶職員養成協会、日本船舶養成協会関東、日本海洋レジャー安全・振興協会関東事務所、

東京湾水先区水先人会、鹿島水先区水先人会

・ 廃油処理事業者

・ 関東鉄道協会、各鉄軌道事業者

・ 全国旅行業協会、日本旅行業協会関東支部、日本ホテル協会、日本旅館協会関東支部連合会

全日本シティホテル連盟関東支部

・ 各旅客船事業者

・ 港運協会

・ 関東旅客船協会

・ 倉庫協会、冷蔵倉庫協会、日本自動車ターミナル（株）

・ モーターボート施行者、造船・船用工業事業者

・ 関東沿海海運組合、千葉内航海運組合、横浜地方海運組合

・ 各都県バス協会、各都県タクシー協会、各都県トラック協会、個人タクシー協会関東支部

・ 各都県整備振興会

・ 各バスターミナル事業者、各自動車道事業者

○支援要請に係る文書発出

・

○空港アクセス対応

・ 成田国際空港（株）と空港アクセスに関する事前打ち合わせを実施。

・ 東京空港事務所に対し、要請があればバスの手配等の協力する旨を伝達。

・ 成田国際空港　第1回総合対策本部会議へ局次長出席。

・ 東京空港事務所の災害対策本部会議へ出席。

○TEC-FORCEの派遣　【のべ　　37 人・日派遣(10/10～　　　　　)】

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況 （単位：人）

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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0 3 2 2
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0 1 1 1

1 1 1 1

0 2 1 2

0 1 1 1

0 1 1 1

1 13 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3

千葉県 千葉県庁 千葉運輸支局

11:30 非常体制

10月11日 10:00 災害対策担当者会議を開催

第1回災害対策本部会議を開催

10月11日

10/11 関東運輸局より関東地区1都7県のタクシー協会に対して、被災地における輸送にかかる協力要請。

派遣先

都道府県 市町村等
派遣元 合　計

10月10日

10月8日

4 4

東京都 東京都庁

3

7

群馬県 群馬県庁 群馬運輸支局 4 4

埼玉県

3

山梨県 山梨県庁 山梨運輸支局

栃木県 栃木県庁

合　計
（市町村）

37 37合計

栃木運輸支局 7

8 8

埼玉県庁 埼玉運輸支局 3 3

5 5

神奈川県 神奈川県庁 神奈川運輸支局

災　害　情　報
令和元年10月14日10:30現在

関東運輸局

台風第１９号による被害状況等について（第８報）

10月10日 19:00 警戒体制

10月11日 14:10

東京運輸支局

10月9日

10月

茨城県 茨城県庁 茨城運輸支局

10月8日（火）

10月12日（土）

10月9日（水）

10月11日（金）

10月13日 9:10 第2回災害対策本部会議を開催
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３．被害状況

○鉄道関係（10月14日10:30現在）

■施設の被害等

・JR東日本　中央線　四方津駅～梁川駅間土砂流入

・JR東日本　両毛線　岩舟駅～栃木駅間のり面流失、電化柱倒壊、駅舎水没

・JR東日本　吾妻線　長野原草津口駅～大前駅間土砂流入、電化柱倒壊

・JR東日本　日光線　鹿沼～鶴田間路盤流出

・JR東日本　水郡線　袋田駅～常陸大子駅間橋梁流出、西金駅～上小川駅間橋梁傾斜

・JR東日本　青梅線　沢井駅構内土砂流入

・JR東日本　外房線　勝浦駅～鵜原駅間倒木

・東武鉄道　伊勢崎線　せんげん台駅線路冠水

・東武鉄道　日光線　静和変電所浸水、静和駅道床流出、北鹿沼駅〜板荷駅間黒川橋りょう築堤流出

・東武鉄道　鬼怒川線　鬼怒立岩駅～新藤原駅間倒木による架線断線

・東武鉄道　宇都宮線　安塚駅～西川田駅間姿川橋りょう袖石流出

・東武鉄道　野田線　流山おおたかの森駅～初石駅間倒木による架線支障、

　　　　　　　　高柳駅～六実駅間ハンガー外れによる架線垂下

・東武鉄道　東上本線　高坂駅～東松山駅間線路冠水

・京王電鉄　高尾線　めじろ台駅～狭間駅間土砂流入

・京王電鉄　動物園線　高幡不動駅～多摩動物公園駅間土砂流入

・小田急電鉄　小田原線　渋沢駅～新松田駅間道床流出による鉄柱傾斜

・ひたちなか海浜鉄道　湊線　高田の鉄橋駅線路冠水

・上信電鉄　上信線　千平駅～下仁田駅間土砂流入

・秩父鉄道　秩父本線　波久礼駅～樋口駅間線路冠水、和銅黒谷駅～武州原谷駅間道床流出

・小湊鉄道　小湊鉄道線　養老渓谷駅～上総中野駅間倒木、月崎駅～上総大久保駅間土砂流入、

　　　　　　　　高圧線複数断線

・箱根登山鉄道　鉄道線　宮ノ下駅～小涌谷駅間道床等流出、蛇骨陸橋流出

　　　　　　　　　　　　　　　　　上大平台信号場～仙人台信号場間　大量の石流入

（運行状況）

常磐線

日暮里～土浦 12日 12:00 13日 13:00

土浦～勝田 12日 12:00 14日 始発

勝田～水戸 12日 13:00 13日 19:00

千葉～佐倉 12日 11:00 13日 9:43

７事業者　１６路線

運転休止区間 主な被害状況等運転休止線　　名 運転再開

14:52 14日 6:28

JR東日本

東北新幹線 東京～新青森 12日 15:00

JR東海 東海道新幹線 東京～名古屋 12日 始発 13日 始発

水戸～いわき 12日 13:00 13日 19:00

総武線

事業者名

上越新幹線 東京～新潟 12日 14:49 13日 9:23

北陸新幹線

7:05

13日 16:05

8:04

上野～宇都宮 12日 12:00 13日 12:36

高崎線 東京～高崎 12日 12:00 13日 13:00

山手線 全線 12日

高崎～長野 12日

13:00 13日

四方津駅～梁川駅間土砂流入
高尾駅～相模湖駅間土砂流入、のり面崩壊
13日終日運転見合わせ

中央線

　　　　　　　　　　　　　　高尾駅～相模湖駅間土砂流入、のり面崩壊

　　　　　　　　　　　　　　　影森駅～浦山口駅間線路陥没、武州日野駅～白久駅間盛土法面崩壊

東北線
宇都宮～黒磯 12日 12:00 13日 11:01

成東～銚子 12日 10:00 13日 9:59

東京～高尾 12日 12:00 13日 11:30

高尾～塩山 12日

東京～津田沼 12日 11:00 13日 9:29

津田沼～千葉 12日 11:00 13日 10:01

佐倉～成東 12日 10:00 13日 9:43
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根岸線

五日市線

八高線

鶴見線

外房線

内房線

赤羽線

両毛線

JR東日本

烏山線

水戸線

青梅線

相模線

上越線

信越線

日光線

水郡線

12日 10:00 13日終日運転見合わせ

全線 12日 10:00 13日 15:00

京葉線 全線

南武線 全線 12日 13:00

横浜線

塩山～小淵沢

東海道線

京浜東北線

成田線

東京～熱海 12日 10:00 13日 14:00

大宮～鶴見 12日 12:00 13日

12日 12:00 13日 13:00

14:00

成田～松岸 12日 10:00 13日 9:43

八王子～高麗川 12日 11:00 13日 13:00

立川～青梅 12日 12:00 13日 11:30

青梅～奥多摩 12日 7:05 沢井駅構内土砂流入
13日終日運転見合わせ

全線 12日 13:00 13日

全線

鶴見～横浜 12日 12:00 13日 10:30

佐倉～成田空港 12日 11:00 13日 9:31

我孫子～成田 12日 10:00 13日 9:15

全線 12日 12:00 13日 10:30

横須賀線

全線 12日 11:00 13日 9:00

全線 12日 10:00 13日 13:00

12日 10:00 13日 11:30

武蔵野線 全線 12日 12:00 13日 12:03

全線

高崎～渋川 12日 13:00 13日 11:00

渋川～水上 12日 13:00 14日 始発 13日終日運転見合わせ

全線 12日 13:00 13日 13:00

13日 11:00

新前橋～桐生 12日 13:00 13日 11:00

桐生～足利 12日 13:00 14日 始発

足利～小山 12日 13:00
岩舟駅～栃木駅間のり面流失、電化柱倒壊、駅
舎水没
13日終日運転見合わせ

渋川～中之条 12日 12:00 14日 始発

中之条～大前 12日 12:00 長野原草津口駅～大前駅間土砂流入及び電化柱
倒壊13日終日運転見合わせ

川越線 全線 12日 12:00 13日 14:16

吾妻線

全線 12日 13:00 14日 8:40

全線 12日 12:00 14日 始発 13日終日運転見合わせ

全線 12日 13:00 14日 7:36

水戸～常陸大子 12日 13:00
袋田駅～常陸大子駅間橋梁流出
西金駅～上小川駅間橋梁傾斜
13日終日運転見合わせ

上菅谷～常陸太田 12日 13:00 13日終日運転見合わせ

高麗川～寄居 12日 11:00 14日 始発 13日終日運転見合わせ

寄居～高崎 12日 11:00 13日 13:00

10:00

12日 13:00 13日 10:00

千葉～上総一ノ宮 12日 11:00 13日 10:40

上総一ノ宮～勝浦 12日 11:00 13日 11:57

勝浦～安房鴨川 12日 10:00 勝浦駅～鵜原駅間倒木

蘇我～君津 12日 11:00 13日 9:40

君津～上総湊 12日 10:00 13日 10:09

上総湊～館山 12日 10:00 13日 18:09

館山～安房鴨川 12日 10:00 14日 始発
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鹿島線

小海線

千原線 全線 12日 17:46 13日

全線 12日 17:46 13日 始発

押上線 全線 12日 17:46 13日 始発

千葉線 全線 12日 17:46 13日 始発

始発

東金線

久留里線

全線 12日 13:00 13日 10:00

伊勢崎線

亀戸線

13日終日運転見合わせ

西富士宮～鰍沢口 12日 始発 14日 始発

鰍沢口～甲府 12日 11:55 13日 17:21

全線 12日 13:00 13日 10:00

全線 12日 13:00 13日終日運転見合わせ

東武動物公園～南栗橋 12日 13:00 13日 10:00

全線 12日 13:00 13日 10:00

全線 12日 13:00 13日 10:00

全線 12日 13:00 13日 10:00

南栗橋～栃木 12日 13:00 静和変電所浸水、静和駅道床流出、
13日終日運転見合わせ

全線 12日 13:00 13日 11:00

池袋～川越市 12日 13:00 13日 6:30

栃木～新鹿沼 12日 13:00 13日 22:28

新鹿沼～下今市 12日 13:00 北鹿沼駅〜板荷駅間黒川橋りょう築堤流出
13日終日運転見合わせ

下今市～東武日光 12日 13:00 13日 17:32

坂戸～森林公園 12日 13:00 13日 16:49

全線 12日 13:00 13日 19:21

全線 12日 13:00 13日 23:07

川越市～坂戸 12日 13:00 13日 8:00

森林公園～小川町 12日 13:00 13日 8:05

小川町～寄居 12日 13:00 13日 8:23

全線 12日 13:00 13日 7:39

池袋～飯能 12日 14:33 13日 始発

飯能～吾野 12日 10:08 13日 13:44

全線 12日 10:08 13日 13:44

西武新宿～所沢 12日 14:33 13日 7:09

所沢～本川越 12日 14:33 13日 5:23

西武園線 全線 12日 14:33 13日 7:22

全線 12日 14:33 13日 7:37

多摩湖線 全線 12日 14:33 13日 7:04

西武有楽町線 全線 12日 14:33 13日 8:52

国分寺線

全線 12日 14:33 13日 始発

狭山線 全線 12日 14:33 13日 始発

拝島線 全線 12日 14:33 13日 7:05

豊島線

全線 12日 14:33 13日 6:38

山口線 全線 12日 14:33 13日 始発

本線 全線 12日 17:46 13日 始発

多摩川線

全線 12日 10:00 13日 10:02

全線 12日 始発 13日終日運転見合わせ

全線 12日 10:00 13日 9:47

全線 12日 12:00

全線 12日 始発 13日 12:30

富士～西富士宮 12日 始発 13日 12:14
JR東海

大師線

桐生線

鬼怒川線

東成田線

御殿場線

身延線

東武鉄道

小泉線

佐野線

日光線

宇都宮線

野田線

東上本線

越生線

西武鉄道

池袋線

西武秩父線

新宿線

京成電鉄
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空港線 全線 12日 15:18 13日 6:45

江ノ島線

日比谷線

副都心線

北総鉄道

芝山鉄道

野岩鉄道

三田線

荒川線

新京成線

会津鬼怒川線

東京都交通局

横浜市交通局

全線 12日 15:18

小田原～新松田 12日 12:00

全線 12日 12:00

茗荷谷～銀座 12日

全線 12日 12:19

全線 12日 12:19 13日 5:40

京急川崎～浦賀 12日 15:18 13日 8:30

13:48

東陽町～西船橋

全線 12日 12:19 13日 7:05

奥沢～日吉

12日 14:00

全線 12日 12:19 13日 6:28

13日 5:30

目黒～奥沢 12日 12:19 13日 始発

京王線

12日 12:19 13日 6:26

高幡不動駅～多摩動物公園駅間土砂流入

金町線 全線 12日 17:46 13日 始発

高尾線 全線 12日 14:00 めじろ台駅～狭間駅間土砂流入

競馬場線 全線 12日

始発

全線 12日 14:00 13日 8:30

成田空港線 全線 12日 17:46 13日

全線 12日 12:19 13日 7:00

全線 12日 12:19

14:00 13日 8:30

全線

12日 14:00 13日 始発

13日 8:00

全線 12日 14:00 13日 8:30

全線

新京成電鉄

13日 8:30

全線 12日 15:18 13日 8:30

12日 15:18 13日 7:50泉岳寺～品川

13日 7:51

品川～京急蒲田 12日 15:18 13日 6:45

京急蒲田～京急川崎 12日 15:18 13日 7:15

全線 12日 15:18

13日 12:30

新松田～秦野 12日 12:00 渋沢駅～新松田駅間道床流出による鉄柱傾斜
13日、14日終日運転見合わせ

秦野～新宿 12日 12:00 13日 12:30

全線 12日 12:00 13日 12:30

13日 12:30

全線 12日 11:00 13日 始発

二俣川～いずみ野 12日 11:00 13日 始発

いずみ野～湘南台 12日 11:00 13日 5:32

13日 7:00

北千住～南千住 12日 14:00 13日 7:00

恵比寿～中目黒 12日 21:04 13日 7:00

中野～高田馬場 12日 20:00 13日 7:00

13日 7:00

北千住～北綾瀬 12日 14:13 13日 7:00

和光市～地下鉄成増 12日 14:02 13日 7:00

豊洲～新木場 12日 14:18 13日 7:00

12日 13:50

13日 7:00

新宿線 大島～本八幡 12日 14:47 13日 7:00

本蓮沼～西高島平 12日 15:17 13日 7:00

日暮里・舎人ライナー 全線 12日 14:32 13日 7:05

和光市～地下鉄成増 12日 14:02

上野懸垂線 全線 12日 始発 13日 13:10

全線 12日 14:27 13日 7:40
ブルーライン

(1号線、3号線) 全線 12日 12:00 13日 始発
グリーンライン

（4号線）
全線 12日 12:00 13日 始発

全線 12日 18:31 13日 始発

北総線 全線 12日 17:53 13日 始発

芝山鉄道線 全線 12日 17:46 13日 始発

全線 12日 13:04 13日 15:14

京王電鉄

井の頭線

動物園線

相模原線

田園都市線

大井町線

東急多摩川線

東急電鉄

大師線

東横線

目黒線

池上線

こどもの国線

京浜急行電鉄

本線

逗子線

久里浜線

小田急電鉄

小田原線

多摩線

相模鉄道

本線

いずみ野線

東京地下鉄

丸ノ内線

東西線

千代田線

有楽町線
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箱根湯本～強羅 12日 8:00
宮ノ下駅～小涌谷駅間道床流出等、蛇骨陸橋流
出、上大平台信号場～仙人台信号場間　大量の
石流入

大雄山線 全線 12日 13:15 13日 始発

全線 12日 始発 14日 8:52

全線 13日 15:35 13日 始発

小田原～箱根湯本 12日 11:15 13日 18:37

小湊鉄道 小湊鉄道線 養老渓谷駅～上総中野駅間倒木、月崎駅～上総
大久保駅間土砂流入、高圧線複数断線
13日終日運転見合わせ

銚子～君ヶ浜 12日 始発 13日 14:00

君ヶ浜～外川 12日

上総牛久～上総中野 12日 始発

高圧線複数断線

始発 14日 始発

五井～上総牛久 12日 13:20

東葉高速鉄道 東葉高速線

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線

ひたちなか海浜鉄道 湊線

関東鉄道

竜ヶ崎線

常総線

流鉄 流山線

わたらせ
渓谷鐵道

わたらせ
渓谷線

真岡鐵道 真岡線

上毛電気鉄道 上毛線

2号線

多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線

湘南モノレール 江の島線

埼玉新都市交通 伊奈線

山万 ユーカリが丘線

ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線

横浜シーサイドライン

舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン

金沢シーサイドライン

千葉都市
モノレール

東京臨海高速鉄道 りんかい線

1号線

埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線

河口湖線 6:3912日

6:47全線 12日 10:00

13日全線 10:00

13日大月線

首都圏新都市鉄道

東京モノレール

横浜高速鉄道 みなとみらい21線 全線 12日 11:30 13日 6:27

全線 12日 17:33 13日 6:53

全線 12日 14:10 13日 8:00

東京モノレール羽田空港線 全線 12日 17:15 13日 始発

12日 13:00 13日 14:30

全線 １2日 17:57 13日 始発

全線 12日 16:56 13日 7:30

全線 12日

14日

全線 12日 12:33 13日 6:02

常磐新線

全線 12日 13:58 13日 始発

全線 12日 12:00

全線 12日 14:00 13日 始発

13日 17:25

13日

大間々～間藤 12日 始発 13日 11:04

始発

全線 12日 13:48 13日 始発

全線 12日 17:40 13日 始発

全線 12日 13:00 13日 始発

取手～下妻 12日 13:00 13日 17:24

下妻～下館

全線 12日 14:56

水戸～大洗

高崎～南蛇井 12日 12:13 13日 7:13

熊谷～寄居 12日 14:34 13日 12:21

南蛇井～下仁田 12日 7:55 13日 16:56

影森～三峰口 12日 9:20
影森駅～浦山口駅間線路陥没、武州日野駅～白
久駅間盛土法面崩壊
13日終日運転見合わせ

寄居～影森 12日 14:34 13日 17:04

始発

桐生～大間々 12日 13:30 13日 11:04

12:33 13日 6:02

全線 13日 12:30 13日 始発

全線 12日 14:00 13日 6:20

全線 12日 21:11 13日 始発

12日 14:30 14日 始発

大洗～鹿島神宮 12日 14:30 13日 11:03

5:31

全線 12日 15:49 13日

全線 12日 10:00

羽生～熊谷 12日 14:34 13日 8:41

上信電鉄 上信線

秩父鉄道 秩父本線

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線

いすみ鉄道 いすみ線

江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線

箱根登山鉄道 鉄道線

伊豆箱根鉄道

富士急行
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○自動車関係（10月13日16：30現在）

・高速バス関係

武蔵浦和駅・池袋駅⇔「東京ディズニーリゾー
ト®」 運休 12日　全便運休

12日　全便運休

運休 12日　全便運休

亀有駅・小岩駅・一之江駅・葛西駅～羽田空港 運休 12日　亀有駅11：50発・小岩駅12：30発～ 運休、
羽田空港国際線Ｔ11：25発～運休

運休 12日　松戸駅15：00発～ 運休、羽田空港国際線Ｔ
12：10発～運休

運休 12日　全便運休

運休 12日　全便運休

鷹岡車庫・新富士駅・沼津駅⇔成田空港 運休 12日　鷹岡車庫9:00発運休、成田空港第３Ｔ10:25
発～運休

羽田空港⇔「東京ディズニーリゾート®」・周辺
ホテル 運休 12日　全便運休

バスタ新宿（新宿駅）⇔「東京ディズニーリゾー
ト®」 運休 12日　全便運休

東京スカイツリータウン®・錦糸町駅⇔葛西駅・
「東京ディズニーリゾート®」 運休 12日　全便運休

運休 12日　ＪＲ津田沼駅11：05発～ 運休、羽田空港国
際線Ｔ12：05発～運休

運休 12日　西船橋駅13：00発～ 運休、羽田空港国際
線Ｔ11：20発～運休

運休 12日　千葉中央駅9：37発～ 運休、羽田空港国際
線Ｔ8：10発～運休

全便運休

運休 12日　一之江駅12：35発～ 運休、成田空港第３Ｔ
発12：45発～運休

運休

運休

バスタ新宿～山形駅・天童温泉

10/12　23:30発～10/13　10：30発　計2便

10/12　12：30発～10/12　23：15発　計2便

運休

運休
12日　上り6時45分発より全便運休
下り全便運休

運休 13日　上り0時50分発運休

12日　成田空港第３Ｔ発17：30発～運休

運休

運休

被害状況 備考（運行休止区間等）事業者名 路線（方面）名

バスタ新宿～仙台駅・泉中央

山形駅・天童温泉～バスタ新宿

（株）オー・ティー・ビー

運休

12日　千葉みなと15:45発以降、成田
空港13：55発以降一部運休

TDL～富山駅・高岡駅・金沢駅　上下線 運休

10/12 22：30発～10/13 10：30発　計2便

運休

10/12　夜行便、10/13　夜行便（北陸）

九州⇔関東（東京） 運休 10/12　夜行便

WILLER EXPRESS㈱本社営業所

10/11　夜行便

北陸・関西・四国・中国（岡山・広島・鳥取・島根・新山口）⇔関東（東京） 運休

TDL～姫路駅・明石駅・神戸三宮　上下線 運休

運休

10/12発夜行　計2便

TDL・TDS～梅田・京都・USJ　上下線

10/11出発便

西船橋駅➝名古屋 運休 10/11出発便

TDL～梅田・桃山台・和歌山　上下線

10/12 9：30発～12/10 22：30発　計2便

10/12発夜行　計2便

10/12発夜行　計4便

10/12発夜行　計2便

10/12発夜行　計2便

運休

成田空港第三BT金沢西口線A1 運休 H5353　20：00発

成田空港第一BT金沢西口線B1

四国～関東（東京） 運休

千葉中央・千葉みなと⇔成田空港

12日　新百合ヶ丘駅7：35発・8：30発、12：00発～
運休、成田空港第３Ｔ発11：30発～運休

中山駅・センター南駅⇔成田空港 運休

運休 10/12出発便

運休 10/13出発便

運休
12日　上り8時25分発より全便運休
下り10時30分発より全便運休

運休

運休 10/12出発便

運休

H5491　20：15発

大崎芝山町役場線A5、B4･B5

新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」～東
京駅・秋葉原駅

千葉・稲毛海岸駅・検見川浜駅・幕張新都心地
区～羽田空港

運休 12日　Ａ５線　12日13：00発～13日12時発、Ｂ4・B５
線　12日12:55発～13日10:55発

仙台駅・泉中央～バスタ新宿

運休 12日　ロイヤルパークホテル11：35発・ＹＣＡＴ12：
00発～ 運休、成田空港第３Ｔ発10：45発～運休

運休

名古屋➝西船橋駅

東京ディズニーリゾート・東京・横浜➝大阪・神戸

新松戸駅・松戸駅～羽田空港

横浜駅東口⇔「東京ディズニーリゾート®」

たまプラーザ駅⇔「東京ディズニーリゾート®」

川崎駅・蒲田駅⇔「東京ディズニーリゾート®」

大阪・神戸➝東京ディズニーリゾート・東京・横浜

東京ディズニーリゾート・東京・横浜➝大阪・神戸

TDL～岡山駅・倉敷駅　上下線

田村車庫⇔成田空港

相模大野⇔成田空港

船橋駅・西船橋駅～羽田空港

R津田沼駅・京成津田沼駅～羽田空港

大宮駅・さいたま新都心駅⇔成田空港

京成バス㈱

12日　大崎駅12：30発～運休、芝山町役場発11：
55発・成田空港第３Ｔ発12：25発～運休

運休 12日吉祥寺駅7：30発及び11：30発～運休、成田
空港第３Ｔ発12：15発～運休

運休

12日　ホテルニューオータニ幕張11：57発・海浜幕
張駅発12：20発～ 運休、成田空港第３Ｔ発11：45
発～運休

運休 12日　大宮駅発12：30発～ 運休、成田空港第３Ｔ
発11：55発～運休

運休 12日　東雲車庫12:30発（東京駅13:00発）～運休、
成田空港第3T発12:35発～運休

運休

稲毛海岸駅・検見川浜駅・幕張新都心地区⇔
成田空港

新百合ヶ丘駅・たまプラーザ駅⇔成田空港

YCAT（横浜駅）・みなとみらい地区⇔成田空港

吉祥寺駅⇔成田空港

大崎駅⇔成田空港⇔芝山町役場

小岩駅・一之江駅・葛西駅⇔成田空港

東京駅鍛冶橋駐車場～成田空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ

東雲車庫・大江戸温泉物語・東京駅・銀座⇔成
田空港

橋本・相模大野⇔成田空港
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12日　全便運休

運休 12日　全便運休

運休

運休 12日　御成台車庫10：05発～運休大江戸温泉物
語15：15発・東京駅15：50発～運休

運休

一部運休 午前9時以降運休

運休

カピーナ号　千葉駅～亀田病院 運休 終日運休

鎌取～新宿線 運休 千葉営業所22時50分発

深夜急行バス　東京・大網線 運休 東京駅八重洲南口0時10分発

12日　全便運休

12日　全便運休

運休 12日　全便運休

運休 12日　全便運休

運休 12日　全便運休

運休 12日　全便運休

茨城交通（株） 水戸・ひたちなか・東海・日立➝二本松・仙台 運休 10/13出発便

青森⇔東京 運休 10/12出発便

京成バス㈱、富士急行観光（株）

成田空港➝富士急ハイランド・富士山・河口湖 運休 10/12出発便

海浜幕張・津田沼・西船橋➝富士急ハイランド・富士山。河口湖 運休 10/12出発便

秋葉原➝富士急ハイランド・河口湖 運休 10/12出発便

盛岡⇔東京 運休 10/12出発便

秋田⇔東京 運休 10/12出発便

イーグルバス㈱

深夜急行バス　新宿・大網線 運休 バスタ新宿0時30分発

千葉中央バス㈱

東北急行バス㈱、北日本観光自動車（株） 東京➝金沢 運休

池袋・品川⇔箱根 運休 10/12、10/13出発便

運休 10/12出発便

防長交通（株） 東京➝山口

京都線　京都～鎌取駅

西武観光バス㈱、富士急行観光（株）

運休 10/12出発便

川越➝京都・大阪

西武観光バス㈱

一畑バス㈱、中国ジェイアールバス㈱ 東京➝松江・出雲 運休 10/12出発便

若葉➝京都・大阪

運休 12日　いきいきプラザ11：55発～ 運休東雲車庫
16：20発・東京駅16：20発～運休

運休 10/12出発便

運休 10/12出発便

上野・東京ディズニーリゾート➝京都 運休 10/12出発便

奈良交通（株）、京成バス㈱ 東京ディズニーリゾート・上野・横浜⇔奈良 運休 10/12、10/13出発便

南海バス㈱、（株）江ノ電バス藤沢

浜松町・東京駅～大栄・山田・旭・銚子駅・犬吠
埼方面

東京駅～水郷潮来・鹿島セントラルホテル・鹿
島市役所・鹿島神宮駅

成東車庫・八街駅・御成台／千城台地区・小倉
団地～東京駅・大江戸温泉物語・東雲車庫

10/12出発便

大宮・川越・池袋➝富士急ハイランド・河口湖

日立・ひたちなか・水戸・つくば➝東名豊田・名古屋

運休 10/12出発便

10/12　上下便（全便）

通常運行 10/12　上下便（全便）

通常運行 10/12　上下便（全便）

運休

運休

10/12出発便

運休

池袋→軽井沢・佐久・小諸・上田 運休 10/12　上下便（※一部）

ユーカリが丘・臼井駅・染井野・千代田団地入
口～東京駅・国際展示場駅・東雲車庫

千葉北地区～東京駅・東雲車庫

川越⇔羽田空港 運休
10/12 12:25発以降
10/13 4:30発まで

海浜幕張・津田沼・西船橋➝富士急ハイランド・富士山。河口湖

成田空港➝富士急ハイランド・富士山・河口湖

東雲車庫・東京駅～木更津金田BT・木更津
駅・イオンモール木更津・君津製鐵所

東雲車庫・浜松町・東京駅～木更津金田BT・
君津BT・君津市役所・君津駅・青堀駅

東京タワー・浜松町・東京駅～木更津金田BT・
袖ヶ浦BT・かずさアーク・小櫃・久留里・笹・安

浜松町・東京駅～木更津金田BT・市原鶴舞
BT・大多喜・勝浦駅・御宿・安房小湊駅

浜松町・東京駅～三井アウトレットパーク木更
津

秋葉原➝富士急ハイランド・河口湖

運休

大宮・所沢→京都・大阪

大宮・池袋→大津・京都

新宿・横浜➝松山・八幡浜

大宮➝京都・大阪

東京➝京都・大阪

新宿➝京都・大阪

秋葉原➝京都・大阪

羽田線　羽田空港～大網駅

池袋・品川→箱根 運休 10/12　上下便（全便）

大宮・川越→河口湖 運休 10/12　上下便（全便）

大宮・池袋→鳥羽 運休
10/12　上下便（全便）
10/13　上り便運休

大宮・池袋・新宿→南紀勝浦 通常運行 10/12　上下便（全便）

大宮・池袋・新宿→南紀白浜 通常運行

10/12出発便

運休 10/12出発便

運休 10/12出発便

運休
鎌取駅20時20分発
京都駅八条口22時50分発

茨城交通（株）

京成バス㈱、富士急行観光（株）

10/12出発便

運休 10/12出発便

運休 10/12出発便

運休 10/12出発便

10/12出発便

鎌倉・藤沢・小田原➝大阪・京都

伊予鉄バス㈱、西東京バス㈱
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運休

10/12出発便

運休 10/12出発便

運休 10/12出発便

10/12出発便

10/12（予防計画運休））

西武バス㈱
10/12　上下便（全便）

運休

10/12（予防計画運休））

10/12　一部便運休

10/12　上下便（全便）

甲府⇔名古屋

南アルプス市八田・中央市⇔新宿

運休

千葉交通（株）、国際十王交通（株） 熊谷・鴻巣・久喜～成田空港線 運休 10/12　全便運休、10/13　　成田空港発8:20発、10:20発運休、新島車庫発全便運休

千葉交通（株）・山梨交通（株） 竜王・甲府～成田空港線 運休 10/12　全便運休、10/13　成田空港8:45発、13:25発、竜王発全便運休

（高速バス）甲府～成田空港線 運休 10/12.13

（高速バス）甲府～羽田空港線 運休 10/12.13

（高速バス）甲府～横浜線 運休 10月12日

運休 10/12（予防計画運休））

身延・南アルプス⇔新宿 運休

運休

甲府⇔静岡

運休 10/12　上下便（※一部）

運休 10/12　21：10発

運休 10/12　21：10発

河口湖線 運休 10/12　一部便運休

箱根線 運休 10/12　一部便運休

千葉交通（株）
大阪なんば・京都駅～秋葉原・成田空港・銚子線 運休 10/11　20時大阪発、10/12　20時秋葉原発

福島・郡山～成田空港線 運休 10/12　成田空港10時発、10/13　福島0時50分発運休

小田急箱根高速バス㈱

箱根線 運休 10/12　下り87便まで、上り82便まで運転。以降運休。

東京線 運休 10/12　下り6:50発のみ運転。以降運休。上り全便運休。

羽田線 運休 10/12　下り10:25発、14:00発、18:20発、22:05発運休。上り10:10発、14:10発、18:05発運休。

湯本ライナー 運休 10/12　一部便運休

アウトレット線 運休

運休 10/12出発便

八王子・渋谷➝金沢・加賀温泉線（夜行便） 運休 10/13　21:35発

八幡浜➝横浜・バスタ新宿 運休 10/11　17：20発

USJ➝八王子・バスタ新宿 運休 10/11　20：10発

バスタ新宿・横浜➝八幡浜 運休 10/12　19：50発

10/12出発便

運休 10/12出発便

運休

岡山⇔東京

広島⇔東京

関西⇔東京

中部⇔東京

新潟⇔東京

（株）ジャムジャムエクスプレス

仙台⇔東京 運休 10/12出発便

山形⇔東京 運休 10/12出発便

北陸⇔東京 運休

10/12（予防計画運休））岡谷（長野）⇔新宿 運休

甲府⇔新宿 運休 10/12（予防計画運休））

八王子羽田線（羽田空港～京王八王子駅）

八王子羽田線（羽田空港～京王八王子駅）

八王子成田空港線（成田空港～京王八王子駅）

池袋→長岡・新潟

池袋→上越

池袋→富山・高岡・氷見

バスタ新宿・池袋→金沢

運休 10/12　上下便（※一部）

運休

 10/11（大阪発21：20　）・10/12（甲府発22：10）（予防計画運休）

運休 10/12（予防計画運休））

運休 10/12　8909便　14：50発

運休 10/12　上下便（全便）

通常運行

10/12　上下便（※一部）

運休 10/12　上下便（※一部）

運休 10/12　上下便（※一部）

渋谷→軽井沢

八王子羽田線（京王八王子駅～羽田空港）

山梨交通㈱

石神井公園→羽田空港

バスタ新宿➝京都・大阪・USJ

八王子羽田線（京王八王子駅～羽田空港） 運休 10/12　8910便　11：20発

運休 10/12　8916便　17：50発

八王子成田空港線（京王八王子駅～成田空港） 運休 10/12　8307便　14：00発

西東京バス㈱

所沢・川越→羽田空港

大宮→羽田空港

所沢→成田空港

大宮→成田空港

甲府⇔京都/大阪線

八王子・渋谷～金沢・加賀温泉線（夜行便）

新宿西口➝京都・大阪・USJ

運休 10/12　8915便　21：20発

運休 10/12　8310便　18：05発

運休 10/12　上下便（全便）

運休 10/12　上下便（全便）
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岐阜乗合自動車

品川駅～御殿場プレミアムアウトレット線 運休 10/12　全便

運休

運休 10/12　全便

運休 10月12日　パピヨン号

運休 10/12　全便

運休 10/12　全便

運休 10月12日　パピヨン号

運休 10月12日　エトワールセト号

運休 10月12日　ルミナス号

運休 〃

運休 〃

10/12（予防計画運休））

新宿➝福山・尾道・三原

10月13日　エトワールセト号

運休 〃

岐阜・関・美濃～新宿

羽田空港・横浜駅～箱根湯本駅

横浜駅～甲府駅・竜王線

横浜駅（YCAT）・みなとみらい地区⇔横浜・八景島シーパラダイス線

西条・広島➝新宿・東京

東京・新宿➝広島

秋田➝大宮・新宿

新宿➝津山・岡山・倉敷

新宿～美濃・関・岐阜

高知➝新宿

駒ヶ根（長野）⇔新宿 運休

運休 10月12日　ニューブリーズ号

羽田空港⇔二俣川線

羽田空港⇔赤レンガ線

羽田空港⇔港南台線

羽田空港⇔ビックサイト線

羽田空港⇔海老名線

羽田空港⇔町田線

羽田空港⇔本厚木線

羽田空港⇔新百合ヶ丘線

羽田空港⇔たまプラーザ線

一部運休（運転再開） 空港始発～12：30発，現地始発～12:45発まで運休

小田急シティバス株式会社

羽田空港⇔新横浜線

羽田空港⇔藤沢・大船・鎌倉線

福山・尾道・三原→新宿

羽田空港・横浜⇔箱根湯本線 全便運休

一部運休（運転再開） 空港始発～13:35発，現地始発～13:00発まで運休

羽田空港⇔港北ニュータウン線 一部運休（運転再開） 空港始発～13：00発，現地始発～12：30発まで運休

羽田空港⇔武蔵小杉線 一部運休（運転再開） 空港始発～12:35発，現地始発～13:05発まで運休

羽田空港・横浜⇔御殿場線 全便運休 高速道路通行止めによる

一部運休（運転再開） 空港始発～12：10発，現地始発～10:00発まで運休

羽田空港⇔吉祥寺線 一部運休（運転再開） 空港始発～12：55発，現地始発～12：20発まで運休

羽田空港⇔東京線 一部運休（運転再開） 空港始発～11：30発，現地始発～11：40発まで運休

羽田空港⇔東京スカイツリー線 一部運休（運転再開） 空港始発～11：00発・13：00発，現地始発～11：20発まで運休

羽田空港⇔北千住線 一部運休（運転再開）

羽田空港⇔立川線

高速道路通行止めによる

羽田空港⇔横浜線 一部運休（運転再開） 空港始発～7：30発，現地始発～8：00発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～9：40発，現地始発～9：55発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～10:45発，現地始発～9：25発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～13：45発，現地始発～12：20発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～13：15発，現地始発～11:00発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～12:55発，現地始発～11:40発まで運休

一部運休 空港始発～13：25発，現地始発～15：30発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～13：35発，現地始発～12：45発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～12：20発，現地始発～11：55発まで運休

空港始発～13：15発，現地始発～13：00発まで運休

一部運休（運転再開） 空港始発～10：30発，現地始発～11：30発まで運休

羽田空港⇔大井町線 通常運行

羽田空港⇔大崎線 一部運休（運転再開） 空港始発～9：05発，現地始発～9：15発まで運休

羽田空港⇔渋谷線 一部運休（運転再開） 空港始発～8:55発，現地始発～10：20発まで運休

羽田空港⇔二子玉川線 一部運休（運転再開） 空港始発～9:05発，現地始発～9:20発まで運休

羽田空港⇔西船橋線 一部運休（運転再開） 空港始発～12:20発，現地始発～13:00発まで運休

羽田空港⇔千葉線 一部運休（運転再開） 空港始発～12:00発・14：00発・15：00発，現地始発～13：42発まで運休

羽田空港⇔東京ディズニーリゾート線

羽田空港⇔五井・東金・蘇我線 一部運休（運転再開） 空港始発～11：55発，現地始発～12:15発まで運休

羽田空港⇔木更津線 一部運休（運転再開） 空港始発～13：20発，現地始発～13：05発まで運休

羽田空港⇔王子・赤羽・川口線 一部運休 空港始発～10：05発，現地始発～8:53発まで運休

羽田空港⇔新越谷線 一部運休 空港始発～13：25発，現地始発～15：40発まで運休

羽田空港⇔大宮線 一部運休（運転再開） 空港始発～10：50発，現地始発～9：20発まで運休

羽田空港⇔桶川線 一部運休 空港8：30発，現地4：30発・6：00発は運休

羽田空港⇔志木線 一部運休（運転再開） 空港始発～13：35発，現地始発～12：35発まで運休

羽田空港⇔三井アウトレットパーク木更津線 全便運休

羽田空港⇔大多喜線 一部運休 空港始発～8：30発，現地始発～11：00発まで運休

羽田空港⇔君津線 一部運休 空港始発～10：45発，現地始発～11：50発まで運休

京浜急行バス㈱
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運休 10月13日　エトワールセト号

〃

藤沢駅・大船駅・鎌倉駅⇔羽田空港 運休 12日　終日運休、13日　午前中の便は運休

京都・大阪線（戸塚駅等⇔ＪＲ堺市駅等） 運休 12日夜戸塚駅発・13日夜ＪＲ堺市駅発

成田空港⇔仙台・松島 運休 11日：成田発、12日全便、13日松島発

成田空港・TDL⇔仙台 運休 11日：成田発、12日全便、

幕張⇔和歌山 運休

株式会社中国バス

運行再開 10月12日　始発～終車
10月13日10：10発より運行再開

運休 10月12日　始発～終車
10月13日　午前中

新宿➝木更津アウトレット 運休 10月12日　始発～終車
10月13日　始発～終車

木更津アウトレット➝新宿 運休 10月12日　始発～終車
10月13日　始発～終車

新宿⇔五井 運休 10月12日　始発～終車
10月13日　始発からお昼頃まで上下便運休

中国ジェイアールバス
東京・新宿➝西条・広島 運休 10月12日　ニューブリーズ号

広島➝新宿・東京 運休 〃

とさでん交通株式会社 新宿➝高知 運休 10月12日　ブルーメッツ号

下津井電鉄株式会社 津山・岡山・倉敷➝新宿 運休

秋田中央交通株式会社 新宿・大宮➝秋田 運休 10月12日　フローラ号

広栄交通バス(株)

ブルーライナー関東⇔関西（全便） 運休 10月12日

ブルーライナー草津温泉号（大宮⇔草津） 運休 10月12日、13日

ブルーライナーC便（大宮➝ＵＳＪ）・F便（大宮➝天王寺） 運休 10月13日

ブルーライナーC便（ＵＳＪ➝大宮） 運休 10月14日

運休 12日：全便、13日全便

福山・尾道・三原➝新宿 運休 10月12日　エトワールセト号

11日：幕張発、12日全便

成田空港⇔長野

江ノ電バス㈱・京浜急行バス㈱

江ノ電バス㈱・南海バス㈱

小田急シティバス・小湊鐵道

新宿→福山・尾道・三原

新宿➝袖ヶ浦・木更津

袖ヶ浦・木更津➝新宿

羽田空港⇔柏線 一部運休 空港始発～14：15発，現地始発～10：40発まで運休

羽田空港⇔つくば線 一部運休 空港9：20発・15：55発，現地4:40発・6：00発・12：30発・18：35発は運休

羽田空港⇔鹿島線 一部運休 空港～10：05発，現地始発～15：05発まで運休

羽田空港⇔甲府・竜王線 全便運休 高速道路通行止めによる

羽田空港⇔富士山線 全便運休 高速道路通行止めによる

羽田空港・横浜⇔君津・館山線 一部運休（運転再開） 空港始発～12：30発，現地始発～11：40発まで運休

羽田空港⇔松戸線 一部運休 空港始発～13：10発，現地始発～10：12発まで運休

横浜⇔成田空港 一部運休（運転再開） 空港始発～11：45発，現地始発～12：00発まで運休

横浜⇔台場線 一部運休（運転再開） 横浜始発～9：05発，現地始発～10：20発は運休 

横浜⇔東扇島線 一部運休（運転再開） 横浜始発～8：20発，現地6：30発・9：05発まで運休 

横浜⇔横須賀西地区線 一部運休 横浜横須賀道路の開通次第運行再開

横浜⇔葉山線 一部運休 横浜横須賀道路の開通次第運行再開

羽田空港・横浜⇔日光・鬼怒川線 全便運休

羽田空港⇔横浜駅（ＹＣＡＴ）・桜木町駅（深夜早朝バス） 全便運休

羽田空港⇔六本木・渋谷地区・二子玉川（深夜早朝バス） 全便運休

羽田空港⇔大井町駅・品川駅・新橋駅（深夜早朝バス） 全便運休

羽田空港⇔蒲田駅・川崎駅（深夜早朝バス） 全便運休

全便運休 高速道路通行止めによる

品川⇔三井アウトレットパーク木更津線 全便運休

品川⇔木更津線 一部運休（運転再開） 横浜始発～13:00発，現地始発～12：30発まで運休

品川⇔御殿場プレミアムアウトレット線 全便運休 高速道路通行止めによる

横浜⇔八景島線 全便運休

横浜⇔東京ディズニーリゾート線 一部運休 横浜始発～11：15発，現地始発～12：30発まで運休

横浜⇔三井アウトレットパーク木更津線 全便運休

横浜⇔五井線 一部運休 横浜始発～12：35発，現地始発～12：10発まで運休

横浜⇔木更津線 一部運休（運転再開） 横浜始発～13：00発，現地始発～12：50発まで運休

川崎→東京ディズニーリゾート線 全便運休

品川・渋谷→鳥取・倉吉線 全便運休

品川・渋谷⇔米子線 全便運休

横浜・羽田空港⇔茂原線 一部運休（運転再開） 横浜始発7：00発，現地始発～6：50発まで運休

横浜⇔甲府・竜王線
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10/12　下り（成田空港発9時45分）

運休

運休 10/12　下り（成田空港発12時55分）

前橋関越交通営業所→成田空港 運休

国際興業株式会社

池袋⇔御殿場プレミアムアウトレット

成田空港→前橋関越交通営業所 運休

成田空港交通株式会社

運休 10/12　上り（四万温泉発13時45分）　

成田空港→伊香保温泉

運休 12日：成田発12:55以降、東京発14:00以降

10/12　上り（前橋発7時25分）

伊香保温泉→成田空港 運休 10/12　上り（伊香保発9時20分）

前橋関越交通営業所→成田空港 運休 10/12　上り（前橋発11時50分）

10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

グランシア（千葉⇔なんば）

７便（さいたま新都心⇔なんば）

 ５便グランシア（さいたま新都心⇔神戸三宮）

 プルメリアグランデ（志木⇔なんば）

 ロイヤルブルー（さいたま新都心⇔神戸三宮）

運休

運休 10/12出発便（往路・復路）

８便（大宮⇔なんば）

６便（東京⇔岸和田）

 アクアスター（東京ﾃﾞｨｽﾞﾆﾗﾝﾄﾞ⇔ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

運休 10/12発下り・10/13発上り

運休

大宮地区⇔羽田空港 運休 10/12 8時以降・10/13午前

浦和地区⇔羽田空港 10/12 7時以降・10/13午前

大宮地区⇔成田空港 運休 10/12午後・10/13全便

10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12全便

運休 10/12 5時以降・10/13午前

運休 10/12 一部除く全便・10/13午前一部

運休

運休 大清水発15時10分

新宿・大宮⇔八戸・三沢・むつ 運休 10/12発上下便

渋谷・池袋・大宮←鶴岡・余目・酒田 運休 10/12発上り

新宿・東京・秋葉原・上野➝鶴岡・余目・酒田 運休 10/12発下り

TDL・東京⇔鶴岡・余目・酒田 運休 10/12発下り・10/13発上り

10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

バスタ新宿→大清水 運休 下り（バスタ新宿発6時35分、7時15分）

東雲車庫→四万温泉 運休 下り（東雲車庫発8時25分）

運休 10/12・13発上下便

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12発上下便

渋谷・東京・池袋・王子⇔盛岡 運休 10/12発下り・10/13発上り

運休 12日：11:30～、13日：～14:00

運休 12日深夜運行分（暦日13日）

深夜急行　新橋➝松戸・成田空港 運休 12日深夜運行分（暦日13日）

運休

成田空港～立川方面 運休 12日：08:45拝島発以降、成田発全便　13日05:20、
06:20運休

成田空港～幕張方面 運休 12日：成田発11:45以降、稲毛海岸発11:57以降

尾瀬戸倉➝バスタ新宿 運休 尾瀬戸倉発14時30分

成田空港⇔柏・松戸 運休 12日：全便、13日：流山05:50発

10/12　上り（大清水発13時10分）

10/12発上下便、10/13午前中

前橋関越交通営業所➝成田空港 運休 10/12　上り９便（前橋関越交通営業所発11時50
分）

武蔵浦和・池袋－「東京ディズニーリゾート(R)」

大清水➝バスタ新宿

関越交通株式会社

㈱平成エンタープライズ

 プルメリアグランデ神戸（さいたま新都心⇔神戸三宮）

プルメリア（大宮⇔堺東）

チェリッシュ（大宮⇔なんば）

２便（大宮⇔なんば）

１便（志木⇔なんば）

池袋地区⇔羽田空港

川口・赤羽・王子⇔羽田空港

成田空港～東京駅方面

深夜急行　新橋➝西船・成田空港

東京・池袋⇔八戸・十和田・七戸

全線

成田空港⇔つくば・土浦

池袋・秋葉原・上野⇔遠野・釜石・山田

四万温泉➝東雲車庫

大清水➝バスタ新宿

中禅寺湖温泉⇔半月山 運休 10/1３全便
東武バス日光（株）
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運行再開 10/13
通常通り運行予定

一部運休
10/13
渋谷発　9:40～運行再開予定
木更津発　9:40～運行再開予定

運休 10/13　全便運休

一部運休
10/13 午前便運休　※東京ディズニーリゾート
14:00から開園予定
たまプラーザ発　15:45～運行再開
TDS発　16:00～運行再開

立川地区・矢川駅⇔御殿場プレミアム・アウトレット 運休 10/12全便

運休 10/12出発便（往路・復路）

グランシアファースト（大宮⇔堺東） 運休 10/12出発便（往路・復路）

パレス立川⇔羽田空港 運休 １２日、立川発１１時～１３日９時５０分着まで

１０１便（新木場⇔堺東）

御殿場アウトレット線
立川バス株式会社

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運行再開 10/13　平常通り運行予定

運休 10/12全便
10/13　全便運休

一部運休

運休 １２日終日

３便（バスタ新宿⇔なんば）

立川エリア⇔成田空港

運休 10/12出発便（往路・復路）

一部運休
10/13　渋谷発便　15:30/16:35便運休　17:30
～運行再開予定
相良発便　全便運休

柏駅西口～国立がん研究センター⇔羽田空港国際線ターミナル 運休

12日　柏駅西口発５回・羽田空港国際線ターミ
ナル発全便運休
13日　柏駅西口発（8時40分発まで）3回運休予
定
羽田空港国際線ターミナル発（11時50分発ま
で）2回運休予定

運休 10/12全便
10/13　全便運休

日吉・センター北・たまプラーザ・市が尾⇔御殿場プレミアム・アウトレット 運休 10/12全便
10/13　全便運休

10/13　上高地15:50発運休　（渋谷22:00発
京王検討中）

渋谷・二子玉川　⇔　富士急ハイランド・河口湖 一部運休

10/13渋谷発13:30、16:30運行（FQ便）
（上記以外、全便運休）
富士山駅発（5:49、7:49、9:55　運休）
河口湖発　11:35、16:00、17:50 運行
（12:15、13:00、14:15、17:20運休）
10/14富士山駅　7:49運休

渋谷　⇔　羽田空港 運行再開

10/13
渋谷発　8:55、10:50～運行再開
　　　（9:35KQ、10:20LM運休）
羽田発　9:45～運行再開

二子玉川　⇔　羽田空港

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 １２日終日

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 10/12出発便（往路・復路）

運休 １２日　１２時５０分～１３日９時４０分着まで

運休 １２日終日

１０２便（王子⇔なんば）

富山・金沢便（大宮⇔金沢）

 名古屋～高山便（金山正木⇔高山）

名古屋３便（志木⇔金山駅北口）

名古屋２便（川越⇔金山駅北口）

名古屋１便（千葉⇔金山駅北口）

伊那飯田線

スパハワイアンズ線

１０３便（王子⇔堺東）

東武バスイースト株式会社

平成コミュニティバス㈱

東急バス（株）・(株)東急トランセ

渋谷⇔藤枝・相良

 名古屋便チェリッシュ（TDL⇔金山駅北口）

渋谷・二子玉川⇔新居浜・西条・今治

渋谷⇔袖ヶ浦・木更津

渋谷⇔三井アウトレットパーク木更津

たまプラーザ⇔東京ディズニーリゾート

たまプラーザ・二子玉川・渋谷⇔軽井沢・草津温泉

二子玉川・渋谷⇔木更津・安房鴨川

渋谷・二子玉川⇔上高地

たまプラーザ　⇔　羽田空港

センター南・センター北　⇔　羽田空港

日吉・センター北・たまプラーザ・市が尾⇔富士急ハイランド・河口湖

運行再開
10/13
二子発　10:00～運行再開
羽田発　10:05～運行再開

大崎　⇔　羽田空港 運行再開
10/13
大崎発　10:20～運行再開
羽田発　11:40～運行再開

小杉　⇔　羽田空港 運行再開
10/13
小杉発　14:05～運行再開
羽田発　12:35～運行再開

運行再開
10/13
センター南発　11:10～運行再開
羽田発　12:00～運行再開

運行再開
10/13
たまプラ発　12:00～運行再開
羽田発　12:05～運行再開

新百合ヶ丘　⇔　羽田空港 運行再開
10/13
新百発　11:45～運行再開
羽田発　12:30～運行再開
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10/12一部便（14:25、15:45、17:20、18:30、19:35、
20:50、22:40発）、10/13一部便（9:55発）

那須・新宿線 運休 10/12全便

羽田空港→宇都宮（マロニエ号）

ハイランドパーク線

運休

運休

運休 10/12全便

10/12全便

10/12一部便（12:15、14:20、15:20発）、10/13一部
便（2:50、4:00、4:35、5:00、5:50、6:40、8:00、9:40、
10:55、14:20、15:20発）

成田空港→宇都宮（マロニエ号） 運休
10/12一部便（8:50、9:50、13:05、14:35、15:35、
16:55、18:05、19:35、20:55、22:10発）、10/13一部
便（7:45、8:50、9:50、11:05発）

太田→成田空港（メープル号） 運休 10/12一部便（8:25、9:50、11:42、13:47発）、10/13
一部便（4:02、5:00、6:15、8:25、13:47発）

福井・金沢・高岡・富山➝バスタ新宿 運休

運休

運休 10/12出発便

水戸・ひたちなか線（北関東ライナー） 運休 10/12全便、10/13一部便

吉祥寺⇔お台場 運休 10/12、13全便

宇都宮→成田空港（マロニエ号） 運休

10/12全便、10/13一部便（9:10発）

桐生→成田空港（サルビア号） 運休

10/12全便、10/13一部便（8:10発）

練馬→三田河原（ほの国号） 運休 10/12出発便

東京→本荘（エクスプレス鳥海号） 運休 10/12出発便

10/12一部便（8:35、17:15発）、10/13一部便
（3:05、3:45、4:35、5:30、6:15、7:05、8:35発）

吉祥寺⇔羽田空港線 運休 10/12出発便

新宿→奈良（やまと号） 運休 10/12出発便

五條→新宿（やまと号） 運休 10/12出発便

宇都宮→羽田空港（マロニエ号） 運休

倉敷→丸山営業所（マスカット号） 運休 10/12出発便

吉祥寺・新百合ヶ丘⇔羽田空港線 運休

新宿→枚方（東京ミッドナイトエクスプレス京都号） 運休 10/12出発便

門真車庫→池袋（ドリームスリーパー東京大阪号）

10/12一部便（11:00、13:20発）、10/13一部便
（4:20、5:40、7:50、13:20発）

10/12全便

成田空港→太田（メープル号） 運休

二俣新町・東京➝京都・難波 運休 10月12日　ＴＫ－３３

運休 10月12日　ＫＴＴ－０５

10月12日　ＫＴＴＴ－１０Ｄ

名古屋➝バスタ新宿・二俣新町

水戸駅⇔東京駅線（みと号）

運休 10月12日　ＮＡ－１２

難波・梅田➝横浜・バスタ新宿 運休

バスタ新宿・横浜➝梅田・難波 運休 10月12日　ＴＫ－２１

10月12日　ＴＫ－２２

二俣新町・バスタ新宿➝富山・高岡・金沢

つくば⇔羽田空港線

鹿島⇔羽田空港線

㈱桜交通　東京営業所

関東自動車（株）

名古屋線

水戸・土浦・つくば⇔京都・大阪線

吉祥寺・新百合ヶ丘⇔成田空港線

鹿島神宮駅⇔東京駅線（かしま号）

土浦・つくば⇔成田空港線

成田空港→桐生（サルビア号）

なんば、大阪駅⇔新宿駅西口、池袋駅

運休 10/12　空港行き7：00以降便運休、吉祥寺行き12：
00以降、新百合ヶ丘行き11：00以降便運休

運休 10/13上下便

東京大手町⇔京阪枚方 運休 10/13上下便

関東バス（株）

二子玉川・渋谷　⇔　成田空港 運行再開

10/13
二子発　12:15～運行再開
渋谷発　13:00～運行再開
成田発　12:30～運行再開

新百合ヶ丘・たまプラーザ　⇔　成田空港 運行再開

10/13
新百発　13:00～運行再開
たまプラ発　13:30～運行再開
成田発　13:35～運行再開

中山・センター南　⇔　成田空港 運行再開
10/13
中山発　5:30・6:30運休
成田発　9:00運休　17:30運行再開

小田急バス（株）

運休 10/12全便、10/13　一部便

茨城空港⇔東京駅線 運休 10/12全便、10/13　一部便

関東鉄道（株）

運休 10/12全便、10/13　一部便

波崎⇔東京駅線 運休 10/12全便

水戸・赤塚・石岡⇔東京ディズニーリゾート線 運休 10/12全便、10/13　全便

鹿島⇔東京ディズニーリゾート・東京テレポート駅線 運休 10/12全便

土浦・つくば⇔東京ディズニーリゾート・東京テレポート駅線 運休 10/12全便、10/13　全便

運休 10/12全便、10/13　一部便

運休 10/12全便、10/13　一部便

運休 10/12全便、、10/13　一部便

筑波大学・つくばセンター⇔東京駅線（つくば号） 運休 10/12全便　、10/13　一部便

運休 運休(11日水戸発)　計1便
運休(11日大阪発)　近鉄バス運行便
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10月12日　ＮＡ－１１二俣新町・バスタ新宿➝名古屋

運休 10月12日　ＫＴＴ－０６

バスタ新宿・横浜➝梅田・難波

運休

北千住駅⇔羽田空港線 一部運休

12日　北千住駅10：00分発～終日
羽田空港国際ターミナル発10：40分発～終日
13日　北千住駅14：00分発～運行再開予定
羽田空港国際ターミナル発14：45分発～運行再開
予定

12日（土）終日、13日（日）午
前中

新越谷⇔郡山線（あだたら号） 運休 12日　新越谷駅西口～郡山駅

東京駅⇔いわき駅（いわき号） 運休 12日　東京駅～いわき駅

10月12日　ＴＫＬ－１９

館山日東バス株式会社 安房白浜⇔館山⇔千葉 運休

運休 10月12日　ＴＫＬ－２０

運休 10月12日　ＫＴＴ－０９Ｄ

10月12日（土）羽田空港15:10発・17:10発・22:10発

10月12日（土）成田空港10:20発・19時00分

運休 10月13日（日）新島車庫3:40発・10時30分

運休 10月13日（日）成田空港10:20発

運休 10月12日（土）籠原駅8:20発・10:00発

一部運休

12日　新越谷駅発7:30分発～終日
羽田空港国際線ターミナル発　全便運休
13日　新越谷駅発16:50分発～運行再開予定
羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ発14:25分発～運行再開
予定

一部運休
12日　新越谷駅10：30分発～終日運休
成田空港第3ターミナル14：10分発～終日運休
13日　新越谷駅発　全便運休
成田空港第3ﾀｰﾐﾅﾙ発18:10分発～運行再開予定

運休 10月12日（土）新島車庫3:40発・10時30分

運休 10/12（土）発SG203

大阪～小田原・海老名・東京 運休 10/12（土）発SG204

運休 10月13日（日）籠原駅5:30発・8:20発・10:00発

運休 10/12（土）発SG101

運休

運休

スカイツリータウン⇔羽田空港線 一部運休

12日　スカイツリータウン12：20分発～運休
羽田空港国際ターミナル発12：00分発～終日運休
13日　東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ12：20分発～運行再開予
定
羽田空港国際ﾀｰﾐﾅﾙ発12：00分発運行予定
羽田空港国際ﾀｰﾐﾅﾙ発13：00分発運休
羽田空港国際ﾀｰﾐﾅﾙ発14：00分発～運行再開予
定

新越谷⇔羽田空港

運休

難波・梅田➝横浜・バスタ新宿

難波・京都➝東京・二俣新町 運休 10月12日　ＴＫ－３４

バスタ新宿➝富山・高岡・金沢・福井

運休 12日　スカイツリータウン～お台場

運休 10/12（土）発SG702

新宿～名古屋

仙台～新宿 運休 10/12（土）発㈱桜交通受託便（ST19）

岡山・姫路・神戸～横浜・東京 運休 10/13（土）発SG502

10/12（土）発SG302

東京・横浜～神戸・姫路・岡山 運休 10/12（土）発SG501

池袋・東京～南草津・京都・大阪 運休 10/12（土）発SG205

運休

運休

運休 10/12（土）発SG202

東京・海老名・小田原～大阪

10/12（土）発㈱桜交通受託便（NA13）

名古屋～新宿 運休 10/12（土）発㈱桜交通受託便（NA14）

新宿～仙台 運休 10/12（土）発㈱桜交通受託便（ST18）

運休 10/12（土）発SG301

運休

10/12（土）発SG206

名古屋～横浜・東京 運休 10/12（土）発SG102

東京・横浜～浜松・名古屋 運休 10/12（土）発SG601

仙台～新宿 運休 10/12（土）発㈱桜交通受託便（ST17）

10/12（土）発SG701

福井・金沢・富山～大宮・東京・横浜

新宿～仙台 運休 10/12（土）発㈱桜交通受託便（ST20）

名古屋・浜松～横浜・東京 運休 10/12（土）発SG602

東京・横浜～大阪・神戸 運休 10/12（土）発SG201

新越谷駅⇔成田空港線

運休

国際十王交通株式会社

杉崎観光バス株式会社

東武バスセントラル（株）

ツーリストバス（受委託）

昌栄バス（受委託）

金沢・高岡・富山➝バスタ新宿・二俣新町

新島車庫➝成田空港線

神戸・大阪～横浜・東京

スカイツリータウンお台場線

新島車庫➝成田空港線

成田空港➝新島車庫線

成田空港➝新島車庫線

籠原駅南口➝羽田空港線

羽田空港➝籠原駅南口線

籠原駅南口➝羽田空港線

東京・横浜～名古屋

東京・海老名～大阪・鳥取

鳥取・大阪～海老名・東京

大阪・京都・南草津～東京・池袋

横浜・東京・大宮～富山・金沢・福井
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一部運休 起点発12：00以降運行再開

浅草・東京→羽田空港（早朝便）

池袋・新宿→羽田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

一部運休
成田発08:30運休

ふじみ野発04:35・06:45運休
　新座車庫発12:20運休

成田空港⇔調布方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

起点発12：00以降運行再開成田空港⇔多摩方面 一部運休

起点発12：00以降運行再開成田空港⇔立川方面 一部運休

一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔芝・銀座・九段方面

運休 10月13日 全便

起点発12：00以降運行再開成田空港⇔八王子方面 一部運休

池袋・新宿→成田空港（早朝便） 運休 10月13日 全便

羽田空港⇔新宿方面 一部運休
羽田発12:00以降運行再開
TCAT発06:30以降運行再開

運休 10/12　終日

羽田空港⇔二俣川駅 運休 10/12　終日

横浜駅西口⇔河口湖駅 運休 10/12　終日

横浜駅西口➝河口湖駅 運休

成田空港発12:00より運行再開
TCAT発06:30より運行再開

一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔豊洲・浅草方面

成田空港⇔YCAT方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔TDR方面 運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔新浦安方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

日本中央バス（株）

秋葉原駅（群馬・さいたま･東京）⇔金沢駅（富山・金沢） 運休

五条バスセンタ⇔バスタ新宿 運休

バスタ新宿⇔天理、奈良 運休 10月12日

運休 10/12 往路：３便、復路４便（当社運行分）
10/13 往路：３便、復路1便（当社運行分）

伊勢崎発羽田行 運休 太田・館林　1,3,5,7便

東京駅八重洲口⇔象潟、本荘駅 運休 10月12日

10月12日

東京大手町⇔京阪枚方 運休 10月12日

倉敷駅⇔バスタ新宿、中野駅 運休 10月12日

南海なんば、大阪駅⇔新宿駅西口、池袋駅 運休 10月12日

練馬、中野バスタ新宿⇔豊橋、田原駅 運休 10月12日

運休 10/13　羽田空港12：10発

前橋発羽田行 運休

前橋発新宿行 運休 藤岡・高崎　１,3便

10月13日　7:30、17:00発

成田空港⇔羽田空港 一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔新宿方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔池袋方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔赤坂方面

高崎・藤岡　1,3,5,7,9,11,102便

10月13日　7:00発

河口湖駅➝横浜駅西口 運休

運休 10/12　羽田空港12：10発

羽田空港→松戸駅行き 運休 10/12　羽田空港17：40発

羽田空港→松戸駅・新松戸駅行き 運休 10/12　羽田空港22：30発

成田空港⇔TCAT方面 一部運休

成田空港⇔吉祥寺駅 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔赤坂方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔秋葉原・目白方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔新越谷方面 一部運休
成田発08:10

10月13日新越谷発全便

成田空港⇔ふじみ野方面

成田空港⇔渋谷・二子玉川 一部運休 起点発12：00以降運行再開

成田空港⇔品川方面

関東バス(株）・奈良交通（株）

相鉄バス㈱

川越観光自動車㈱ 森林公園駅⇔成田空港線

羽田空港⇔海老名駅

羽田空港⇔池袋方面

羽田空港→松戸駅行き

羽田空港→松戸駅行き

松戸駅→羽田空港行き 運休 10/13　松戸駅9：15発

新松戸駅・松戸駅→羽田空港行
き

運休
10/12　松戸駅15：00発、
10/13　新松戸駅4：40発

松戸新京成バス
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運休 13日　上り0時50分発運休

羽田空港⇔中野方面 一部運休
羽田発12：00以降運行再開

練馬発は全便運休

起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔錦糸町方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔大手町方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

起点発12：00以降運行再開羽田空港⇔多摩方面 一部運休
羽田発06:50運休

高尾駅発05:10運休
八王子発09:30運休

神奈川中央交通西㈱

富士急湘南バス㈱

本厚木駅⇔羽田空港 運休
12日　上り5時55分発より全便運休
下り全便運休
13日　上り11時55分発まで運休
下り12時20分発まで運休

運休 12日　上下線全便運休
13日　上下線全便運休

運休
12日　上下線全便運休
13日　上り15時30分発まで運休
下り13時25分発まで運休

運休
12日　上り6時45分発より全便運休
下り全便運休
13日 上下線全便運休

運休 12日、13日　上下線全便運休

小湊鐵道㈱

一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔豊洲方面 一部運休

神奈川中央交通東㈱

神奈川中央交通㈱

羽田空港⇔銀座方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔品川方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔八王子方面 一部運休

羽田空港⇔小岩・葛西方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔東京駅 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔渋谷方面 一部運休
羽田発06:15・08:55・12:15運休

渋谷発07:25・10:20運休

羽田空港⇔吉祥寺駅 運休 吉祥寺発06:35・07:40・12:20運休

起点発12：00以降運行再開羽田空港⇔調布方面 一部運休

羽田発16:05以降運行再開
大網発12:00以降運行再開

起点発12：00以降運行再開一部運休

一部運休
羽田発13:00以降運行再開
浦和発12:00以降運行再開

一部運休
羽田発08:50運休

大宮発12:00以降運行再開

一部運休
羽田発11:05運休

石神井公園発04:30・06:40運休

一部運休

運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔新浦安方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔市川方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔津田沼方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

羽田空港⇔千葉方面 一部運休
羽田発12:30以降運行再開

千葉中央発12:30までの全便

羽田空港⇔四街道方面 一部運休 起点発12：00以降運行再開

運休

羽田発13:25運休
所沢発13:55以降運行再開一部運休

10月13日全便運休

一部運休 川越発06:20運休

10月13日全便

藤沢駅⇔富士急ハイランド 運休 12日　上下線全便運休

町田駅⇔富士急ハイランド 運休

運休

10月13日全便羽田空港←桐生方面 運休

港南台駅⇔羽田空港 運休 12日　上り11時25分発より全便運休
下り10時45分発より全便運休

相模大野⇔羽田空港 運休 12日　上り9時10分発より全便運休
下り9時05分発より全便運休

相模大野⇔成田空港 運休 12日　上り8時25分発より全便運休
下り10時30分発より全便運休

相模大野⇔三井OP木更津 運休 12日　上下線全便運休

10/12　（上下）

関東⇔名古屋（5便） 運休

羽田空港←宇都宮方面

羽田空港←高崎方面

運休 12日、13日　　上下線全便運休

運休 12日、13日　上下線全便運休

関東⇔関西（４便） 運休

10月13日全便

10/12　（上下）

関東⇔仙台（３便） 運休 10/12　（上下）

12日　上下線全便運休

東京空港交通

さくら観光バス㈱

羽田空港⇔川越方面

羽田空港⇔所沢方面

羽田空港⇔石神井方面

羽田空港⇔大宮方面

羽田空港⇔浦和方面

羽田空港⇔木更津方面

相模大野⇔三井OP木更津

海老名駅⇔羽田空港

田村車庫⇔成田空港

藤沢駅⇔富士急ハイランド

町田駅⇔富士急ハイランド

橋本・相模大野⇔成田空港

藤沢駅⇔川越

羽田空港←熊谷方面

羽田空港⇔大網方面

羽田空港⇔TDR方面

羽田空港⇔臨海方面
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京成バスシステム(株) 東雲駅・東京駅⇔成田空港 運休

新宿・渋谷～大阪（阪急梅田）・ＵＳＪ線 運休

新宿・渋谷～神戸・姫路線 運休

新宿～身延線 運休

新宿～長野線 運休

新宿～飛騨高山線 一部運休 高山6:30発のみ運行

新宿～白馬線 運休

新宿～名古屋線 運休

新宿～木曽福島線 運休

12日　全上下便　13日下り１本、上り１本運休

横浜ロイヤルパークホテル⇔御殿場アウトレット 運休 12日、13日　全上下便

上下便　12：30以降

川越・大宮⇔「東京ディズニーリゾート®」 運休 12日（土）全便、13日（日）午前便

いわき・日立⇔「東京ディズニーリゾート®」

一部運休

ジェイアールバス関東㈱鹿嶋支店

市川駅⇔羽田空港

富士急バス株式会社（甲府営業所）

一部運休 （10/12）全便運休
（10/13）河口湖駅11:35発便のみ運行予定

東京線（東京駅⇔河口湖駅） 運休 （10/12）全便運休
（10/13）全便運休

東武バスウエスト㈱ 藤沢駅⇔川越 運休 12日　上下線全便運休

富士急バス株式会社（本社営業所）

１３日　全便運休

ジェイアールバス関東(株)佐野支店

京成トランジットバス㈱

ちばグリーンバス㈱ ユーカリが丘⇔東京駅・東雲車庫 運休 12日　終日運休

運休 12日（土）、13日（日）全便

調布⇔「東京ディズニーリゾート®」 運休

関鉄グリーンバス㈱ 鉾田・麻生・佐原⇔東京駅線 運休
9/12全便運休
9/13　鉾田駅発　4：50、6：30、7：50、8：50
東京駅発　9：40、11：20、13：40

ジェイアールバス関東㈱水戸支店 東京駅⇔水戸駅 運休 始便から終日運休（全便運休）

東関東道 運休 かしま号　全便

都内 運休 新浦安線　全便

成田空港

富士五湖線（新宿⇔平野） 運休 （10/12）全便運休
（10/13）全便運休

富士山五合目線（新宿⇔富士山五合目） 運休 （10/12）全便運休
（10/13）全便運休

甲府線（甲府駅⇔新宿駅） 運休 （10/12）全便運休
（10/13）全便運休

甲州ワインライナー線（富士急上阿原車庫⇔新宿） 運休 （10/12）全便運休
（10/13）運休

千代田団地・四街道・稲毛⇔羽田空港

アクセス成田　一部減便

１３日　駿府３１号のみ運行

運休 １２日　全便運休

京王バス東株式会社

(株)フジエクスプレス

千葉内陸バス㈱

羽田空港線（羽田空港⇔富士山駅）

大阪線（大阪⇔富士山駅）

名古屋線（名古屋⇔富士山駅）

三島特急線（三島⇔河口湖駅）

渋谷線（渋谷駅⇔富士山駅）

バスタ新宿⇔那須・塩原

バスタ新宿⇔那須・塩原

新宿～諏訪岡谷線

新宿～松本線

横浜駅⇔河口湖駅

一部運休

運休

１２日（土）全便、13日（日）検討中

ユーカリが丘⇔東京駅・東雲車庫 通常運行 12日　終日運休
13日ユーカリが丘　9時発以降運行再開

池袋⇔「東京ディズニーリゾート®」 運休 12日（土）全便、13日（日）午前便

通常運行
13日
千代田団地9：00発より
羽田空港　14：00発より

千葉中央・千葉みなと⇔成田空港 通常運行 13日12：05発より
成田空港13：55発より

運休 （10/12）全便運休
（10/13）全便運休

一部運休
（10/11）大阪発便
（10/12）全便運休
（10/13）富士山駅発運休

一部運休
（10/11）名古屋23:10発便運休
（10/12）全便運休
（10/13）富士山駅16:50運休

一部運休
（10/12）全便運休
（10/13）三島発7:30、9:10、河口湖駅11:20発便運
行予定

運休

運休

一部運休

運休

運休

運休新宿～伊那飯田線

新宿～甲府線

バスタ新宿⇔佐野新都市ＢＴ 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔佐野新都市ＢＴ 一部運休 １３日　午前中運休

バスタ新宿⇔東京駅 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔東京駅 一部運休 １３日　午前中運休

バスタ新宿⇔伊勢崎オートレース 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔伊勢崎オートレース 一部運休 １３日　午前中運休

バスタ新宿⇔静岡駅 運休

 １２日（土）１１：２０発羽田行を最終便として運休１３日（日）検討中

新宿～富士五湖線

１２日　全便運休

バスタ新宿⇔静岡駅 運休
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・路線バス関係 55 事業者 路線運休 20 事業者 路線一部運休

運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔伊勢崎オートレース 一部運休 １３日　午前中運休

バスタ新宿⇔静岡駅 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔静岡駅 運休 １３日　駿府３１号のみ運行

バスタ新宿⇔那須・塩原 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔那須・塩原 運休 １３日　全便運休

バスタ新宿⇔伊勢崎オートレース

運休 全便

成田空港～河口湖 運休 全便

バスタ新宿⇔佐野新都市ＢＴ 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔佐野新都市ＢＴ 一部運休 １３日　午前中運休

バスタ新宿⇔東京駅 運休 １２日　全便運休

バスタ新宿⇔東京駅 一部運休 １３日　午前中運休

海浜幕張～河口湖

運休 全便

秋葉原～河口湖 運休 全便

大宮～河口湖 運休 全便

新宿～富士五湖線 運休

立川～飯田線 運休

羽田空港～多摩センター線 一部運休 空港行は南大沢9:40発以降、
空港発は国際線8:25発以降運休

羽田空港～調布・若葉台線 一部運休

一部運休 空港行は南大沢13:00発以降、
空港発は第3T10:10発以降運休

羽田空港～調布・府中・国分寺線 一部運休 空港行は武蔵小金井12:00発以降、
空港発は国際線11:15発以降運休

東京～河口湖 運休 全便

被害状況 備考（運行休止区間等）

（山岳路線）甲府・芦安駐車場⇔広河原 運休 10/12～（通行止めの為）

（山岳路線）奈良田⇔広河原 運休 10/12～（通行止めの為）

北杜市民バス 運休 10/12（予防計画運休）

韮崎市民バス 運休 10/12（予防計画運休）

身延町営バス 運休 10/12（予防計画運休）

中央市コミュニティバス 運休 10/12（予防計画運休）

223 192

事業者名

一部運休 空港行は調布13:45発以降、
空港発は第3T10:35発以降運休

新宿～仙台線 一部運休 新宿6:40発のみ運行

新宿・渋谷～三島・沼津線 運休

運休
新横浜駅発9:43～終車、羽田空港発8:45～終車
13日新横浜駅発5：13～12：13、羽田空港発6：25
発～13：45

渋谷～軽井沢・草津線

調布～東京ディズニーリゾート線

渋谷～上高地線

川崎木更津線

たまプラーザ羽田空港線

成田空港～多摩センター線

渋谷～河口湖線

路線（方面）名

成田空港～調布・若葉台線

羽田空港～調布・小金井線

渋谷～袖ヶ浦・木更津線
空港行は武蔵小金井12:00発以降、
空港発は国際線11:15発以降運休

一部運休 空港行は調布13:45発以降、
空港発は第3T10:35発以降運休

運休

運休

運休

運休

運休

東武バスセントラル㈱ 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ～ＴＤＲ線 一部運休
13日　東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ13:40分発～運行再開予
定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京
ディズニーシー15:20発～運行再開予定

富士急行観光（株）

ジェイアールバス関東(株)佐野支店

京王バス中央株式会社

京王バス南株式会社

新横浜羽田空港線

成田空港～調布・府中・西国分寺線

羽田空港～八王子・高尾線

池袋～河口湖

一部運休

空港行は武蔵小金井12:00発以降、
空港発は国際線11:15発以降運休

一部運休 空港行は京王八王子11:20発以降、
空港発は国際線13:10発以降運休

新宿～上高地線

新宿・渋谷～清水・静岡線

新宿・渋谷～浜松線

運休

運休

運休

運休
たまプラーザ発12:00～終車、羽田空港発10:35～
終車　13日　たまプラ発5：40～12：00ｍ羽田空港
発7：00～13：35

川崎鶴見臨港バス(株)
横浜駅発16:15～終車

運休
12日　終日運休
　13日川崎駅発6：35～9：15、木更津駅発7：50～
10：45

三井アウトレット木更津線 運休 12日、13日　終日運休

横浜東扇島線 運休
横浜駅発12:10～終車、東電東扇島発12:28～終
車
13日　横浜駅発7：10～8：20、東電東扇島発6：30

横浜浮島線 運休
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日光交通（株）

赤沼営業所管内全線 運休 10/12～10/13

（湯西川線）鬼怒川温泉駅～川治温泉～湯西川温泉 一部運休 12時以降　下り3本　上り5本

（湯西川線）湯西川温泉駅⇔湯西川温泉 一部運休 13時以降　下り2本　上り3本

（鬼怒川線）鬼怒川温泉駅⇔下今市駅 一部運休 13時05以降　下り5本　上り5本

（日光線(委託)）ＪＲ日光駅⇔下今市駅 一部運休 12時以降　下り4本　上り4本

館山日東バス株式会社 営業管内全線 運休 12日（土）終日計画運休

永井運輸株式会社

玉村町乗合タクシーたまりん全路線 運休 10/12(土)始発より全路線終日計画運休

新町玉村線・下川団地線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

東大室線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

荻窪公園線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

嶺公園線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

マイバス西循環線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

マイバス東循環線 運休 10月12日(土)15:00より計画運休

やまとんＧＯ相模大塚地域（Ｂ１相模大塚駅～Ｂ１２東名大和バス停（東京方面）～Ｂ１９南林間駅東口） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

相鉄バス（株）

のりあい（文化北～上草柳ロータリー～市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のりあい（市役所～上草柳ロータリー～市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のりあい（市役所～上草柳ロータリー～二条通り） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

箱根登山バス（株） 小田原観光回遊バス「うめまる号」（小田原駅～小田原駅） 運休 10月12日（土）運休予定

梅01（青梅駅～玉同記念館循環） 一部運休 土砂崩れ

立川バス株式会社

立川駅⇔応現院線 運休 １２日、１３日終日

玉川上水駅⇔応現院線 運休 １２日、１３日終日

立川駅⇔西武ドーム 運休 １２日　終日

立川駅⇔三井アウトレット 運休 １２日　終日

神奈川中央交通（株）

のろっと北部ルート（中央林間駅⇔市役所⇔中央林間駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

のろっと南部ルート（大和駅⇔桜ヶ丘駅⇔髙座渋谷駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ中央林間西側地域（Ａ１中央林間駅⇔Ａ６南林間駅⇔Ａ１中央林間駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ桜ヶ丘地域（Ｄ１桜ヶ丘駅～Ｄ６髙座渋谷駅～Ｄ１桜ヶ丘駅） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

やまとんＧＯ深見地域（Ｃ１大和駅～Ｃ２２大和市役所） 運休  10月12日（土）運休予定（循環線）

10月12日　13時以降運休

千葉交通（株）    空港シャトルバス・香取市内循環バス・横芝光町循環バス 運休 10月12日

大島旅客自動車株式会社
大島公園線、波浮港線 運休 10月12日～13日10:29まで運休

レインボー線、三原山線 運休 10月12日、１３日

関東自動車 一般路線バス全線 運休 12日17時以降に発車予定の全便（終日）

東京都交通局

一部路線（冠水、強風等の影響） 一部運休 10/12（土）12時頃から14時まで

全路線 運休 10/12（土）14時から終車まで

一部路線（冠水、強風等の影響） 運休 10/13（日）始発から8時まで

梅76甲（裏宿町～上成木） 一部運休 土砂崩れ

梅74（裏宿町～成木循環） 一部運休 土砂崩れ

塩山駅～玉宮 一部運休 玉宮農協～玉宮間　区間運休

塩山駅～西沢渓谷 一部運休 窪平～西沢渓谷間　区間運休

運休 10/12　16：45以降

日立自動車交通㈱

千代田区　風ぐるま（地域福祉バス） 運休 10月12日

晴海ライナー 運休 10月12日　12時以降運休

葛飾区　さくら 運休 10月12日　11時以降運休

足立区　はるかぜ 運休 10月12日　13時以降運休

葛飾区　レインボーかつしか 運休 10月12日　13時以降運休

文京区　B-ぐる 運休 10月12日～13日午前運休

台東区　めぐりん 運休 10月12日　14時以降運休

中央区　江戸バス 運休

山梨交通㈱

富士川町ホリデーバス 運休 10月12日

清里ピクニックバス 運休 10/12　13：00以降

身延山乗合タクシー（西谷・東谷） 運休 10月12日

身延駅～身延山線 運休 10/12　10：45以降

甲府駅北口～山梨県立科学館 運休 10月12日

塩山周遊バス（葡萄回廊） 運休 10月12日、13日

塩山駅～落合 一部運休 大菩薩峠登山口～落合間　区間運休

塩山駅～二本木～大菩薩峠登山口 一部運休 二本木～大菩薩峠登山口間　区間運休

（快速）甲府駅～イオンモール甲府昭和
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関東バス株式会社

一般路線全線(コミバス含む） 運休 10/12　12時～　13日10時48分より通常運行

空港連絡バス吉祥寺駅⇔羽田空港　全便 運休 10月12日

空港連絡バス　吉祥寺駅→成田空港 運休 10/12　14時30分吉祥寺発

空港連絡バス　成田空港→吉祥寺駅 運休 10/12　18時25分成田空港発

吉祥寺駅⇔お台場　全便 運休 10/12、10/13

関越交通株式会社

沼田営業所全路線 運休 12日　上下便１５時以降順次、13日　上下便10時
運行再開予定（道路状況を確認完了後）

鎌田営業所全路線 運休 12日　上下便１５時以降順次、13日　上下便10時
運行再開予定（道路状況を確認完了後）

吾妻営業所全路線 運休 12日　上下便１５時以降順次、13日　上下便9時運
行再開予定（道路状況を確認完了後）

渋川営業所全路線 運休 12日　上下便１５時以降順次、13日　上下便9時運
行再開予定（道路状況を確認完了後）

前橋営業所全路線 運休 12日　上下便１５時以降順次、13日　上下便9時運
行再開予定（道路状況を確認完了後）

原町駅→天狗の湯→原町駅 一部運休 10/13　上下線（大戸口⇔田中）県道28号線一部
区間冠水による通行止め

伊豆箱根バス㈱

箱根線、真鶴・湯河原方面線、道了尊線 運休 12日　始発より終日運休

小田原市内線（小田原駅⇔諏訪の原・船原） 運休
12日　小田原駅12時00分発諏訪原行きをもって運
休
諏訪原12:53より運休

小田原市内線（小田原駅西口⇒兎河原循環） 運休 12日　小田原駅西口12時10分発をもって運休

小田原市内線（小田原駅西口⇔佐伯眼科線） 運休 12日　小田原駅西口12時00分発をもって運休

箱根線（小田原駅⇔箱根町） 運休 始発より終日運休　13日 減便、箱根湯本駅折り返し

箱根線（小田原駅⇔箱根園） 運休 始発より終日運休　13日 減便、箱根湯本駅折り返し

真鶴・湯河原方面 運休 始発より終日運休

道了尊線 運休 始発より終日運休

10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～神橋～西参道 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

中禅寺温泉～半月山 運休 10月12日（土）終日上下線

鬼怒川温泉駅～東武日光～大猷院・二荒山神社前 運休 10月12日（土）終日上下線

JR日光駅～霧降高原～大笹牧場 運休 10月12日（土）霧降高原～大笹牧場間終日上下線

西東京バス

全営業所　全路線 運休 10/11（土）20時以降

武蔵五日市駅発檜原村方面 運休 12日　「坂下」バス停より先、終日

御岳駅～ケーブル下 運休 12日　終日

奥多摩駅発着系統 運休 12日　終日

東武バスイースト㈱
全路線 運休 10/12　　15時以降全便運休

10/13　安全確認でき次第順次運行再開予定

一般バス全路線 運休 10/13　安全確認でき次第順次運行再開予定→
8:00より運行再開

国際十王交通株式会社
熊谷営業所管内全路線 運行再開 10月12日（土）13時より計画運休　13日始発より運行再開

伊勢崎営業所管内全路線 運行再開 10月12日（土）13時より計画運休　13日始発より運行再開

東武バス日光株式会社

JR日光駅～中禅寺温泉～光徳温泉～湯元温泉 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～神橋～中禅寺温泉 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～霧降の滝～霧降高原 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～大猷院・二荒山神社前～JR日光駅 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～やしおの湯～奥細尾 運休 10月12日（土）15：00以降上下線

JR日光駅～神橋～清滝 運休

国際興業株式会社 全線 運休
10/12 12:00以降順次運休～

10/13 10:00頃再開予定

株式会社群馬バス 箕郷・榛名営業所管内全線 運休 10月12日　15時以降の運行取りやめ

東武バスセントラル（株）

全一般路線 運休
12日15:00分発より随時計画運休
始発～8：00分運休
13日　8：00分発以降、路線の安全を確認次第随
時運行再開予定

東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ～上野・浅草循環線 運休
12日　東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ～上野駅・上野公園
13日　始発～8：00分運休
8：00分発以降、路線の安全を確認次第随時運行
再開予定

草加駅西口～川口駅東口線 運休
12日　12：00発～順次運休し、13：00完全終日運
休
13日　8：00分発以降、路線の安全を確認次第随
時運行再開予定

草加駅西口～安行出羽線 運休
12日　12：00発～順次運休し、13：00完全終日運
休
13日　8：00分発以降、路線の安全を確認次第随
時運行再開予定

(株)ライフバス

①鶴瀬駅西口発⇔北永井循環線 運休 10/12　14:30以降の14本

②ふじみ野駅東口発⇔富士見ニュータウン 運休 10/12　14:00以降の16本

③鶴瀬駅東口発⇔富士見ニュータウン 運休 10/12　13:50以降の15本

④鶴瀬駅西口発⇔西原住宅循環線 運休 10/12　14:00以降の11本

⑤鶴瀬駅西口発⇔みずほ台駅 運休 10/12　14:15以降の13本

⑥鶴瀬駅西口発⇔ふじみ野駅 運休 10/12　14:30以降の11本

⑦鶴瀬駅西口発⇔ふじみ野駅 運休 10/12　14:05以降の14本

足尾JR日光駅線 運休 10/12　11時以降順次運休

足尾JR日光駅線 運休 10/13　安全を確認後運転再開
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茨城交通㈱ 全路線 運休 12日　13：30以降始発の便

西武バス株式会社

一般路線全線　　※下記を除く 運休 10/12　13時頃より順次、終車まで

コミュニティバス全線 運休 10/12　13時頃より順次、終車まで

メットライフドーム線 運休 10/12　終日運休

立川アウトレット線 運休 10/12　終日運休※13日も終日運休

メッツァ線 運休 10/12　終日運休

相鉄バス㈱

全路線 運休 10/12　正午以降運休

海老名市コミバス 運休 10/12　正午以降運休

綾瀬市コミバス 運休 10/12　終日

松戸新京成バス（株）
一般路線バス全路線 運休 10/12　13時頃より順次運行取りやめ、14:50全線終了

松戸市コミュティバス（中和倉線） 運休 10/12　13時頃より順次運行取りやめ、14:30全線終了

10/12　14時から順次運休 10/13　8時・9時より運行再開

（株）協同バス

上尾市市内循環バス 運休 10/12終日

桶川市市内循環バス 運休 10/12終日

久喜市市内循環バス 運休 10/12 12:00以降

行田市市内循環バス 運休 10/12終日

伊奈町町内循環バス 運休 10/12終日

熊谷市市内循環バス 運休 10/12終日

深谷市コミュニティバス 運休 10/12 12:00以降

上里町コミュニティバス 運休 10/12終日

イーグルバス株式会社 全線 運休 10/12 13:00以降全便運休

川越観光自動車㈱

小川町駅⇔パークヒル線ほか18路線 一部運休 10/12計画運休（15時頃より）

森林公園駅⇔森林公園駅南口ほか3路線 運休 10/12計画運休

小川町駅⇔パークヒル線ほか22路線 一部運休 10/13始発便より運行見合わせ、安全確認後順次再開予定

関東鉄道株式会社

筑波山シャトルバス（つくばセンター⇔つつじが丘） 運休 10/12　始発から全便運休

荒川沖駅⇔あみプレミアムアウトレット 運休 10/12　始発から全便運休

牛久駅⇔牛久大仏・牛久浄苑・あみプレミアムアウトレット 運休 10/12　始発から全便運休

神栖市コミュニティバス 運休 10/13　終日運休

龍ケ崎市コミュニティバス 運行再開 10/13　循環外回り　始発から午前中便　計７便
循環内回り　始発から午前中便　計８便

上記以外全路線 運休

箱根登山バス㈱

箱根町線 運休 10/12　11時～終日

桃源台線 運休 10/12　11時～終日

旧街道線 運休 10/12　11時～終日

箱根山内・御殿場方面 運休 10/12　11時～終日

大観山線・温泉場線 運休 10/12　始発～終日

湯河原町内線 運行再開
12日　10時～終日
13日　安全を確認でき次第順次運行予定　13日始
発より運行再開

海岸線（小田原駅⇔湯河原駅） 運休 高波による通行止による

小田原市内線 運行再開 12日　10時～終日、13日　安全を確認でき次第順次運行予定

南足柄市内・開成町内線 運行再開 12日　10時～終日、13日　安全を確認でき次第順次運行予定

地蔵堂～万葉公園線 運休 途中停留所で折り返し運転

運休 10/12　全便

茨城急行自動車㈱

松伏営業所管内一般乗合路線全線 運休 10/12(土)15:00に起終点を出発するバスを最後に
終日全線で運転取り止め

野田営業所管内一般乗合路線全線 運休 10/12(土)15:00に起終点を出発するバスを最後に
終日全線で運転取り止め

古河営業所管内一般乗合路線全線 運休 10/12(土)15:00に起終点を出発するバスを最後に
終日全線で運転取り止め

野田市コミュニティバス（野田市まめバス） 運休 10/12(土)15:00に起終点を出発するバスを最後に
終日全線で運転取り止め

古河市コミュニティバス（古河市ぐるりん号） 運休 10/12(土)15:00に起終点を出発するバスを最後に
終日全線で運転取り止め

朝日自動車（株）

一般バス路線 運休 10/12　15:00～

加須市循環バス・シャトルバス・デマンドの全路線 運休 10/12　12:00～

鴻巣市コミュニティバスの全路線 運休 10/12　12:00～

久喜駅⇔モラージュ菖蒲 運休 10/12　全便

桶川駅⇔モラージュ菖蒲 運休 10/12　全便

行田市コミュニティバスの全路線
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一部運休
10/12全便運休
10/13
潮来駅発 7:25
麻生庁舎発 8:40

小美玉市市内循環バス・地域循環バ
ス

一部運休 10/13全便運休

上曽→柿岡車庫→石岡駅→ヒルズ
ガーデン美野里

一部運休
9/12
柿岡車庫発 14：15、16：22
16：55、17：52
上曽発 15：08

ヒルズガーデン美野里→石岡駅→柿
岡車庫→上曽

一部運休
9/12
石岡駅発 14：05、15：05
16：10、17：15、18：20、19：15

鹿行北浦ライン
（白帆の湯⇔道の駅いたこ）

一部運休

10/12
板敷山前発 13:50、16：20、17：55
羽鳥駅発 14：35、17：00、18：30
10/13
板敷山前発 7:55

石岡・土浦線
（ヒルズ美野里⇔石岡駅⇔土浦）

一部運休

10/12
石岡車庫発 15：45、19：30
土浦駅発 16：00、18：00、18：40
10/13
石岡車庫発 6:00
ヒルズ美野里発 6:25
土浦駅発 7:10、7：45

柿岡・土浦線
（柿岡車庫⇔中貫⇔土浦駅）

一部運休

10/12
柿岡車庫発 15：20、16：17、18：17
土浦駅発 16：30、19：30
10/13
柿岡車庫発 6:50
上志筑発 7:20

中貫線
（土浦駅⇔中貫）

一部運休
10/12
土浦駅発 14：35、16：55、17：35
中貫発　14：05、15：05、17：25、18：05

霞ケ浦広域バス
（玉造駅⇔土浦駅）

一部運休
10/12全便運休
10/13
玉造駅発 6:25
土浦駅発 8:00

千代田神立ライン
（神立駅西口⇔土浦協同病院）

一部運休
10/12全便運休
10/13
神立駅東口発 6:55
土浦協同病院発 7:15

板敷山・羽鳥線
（板敷山前⇔恋瀬小学校⇔羽鳥駅）

江ノ島電鉄バス㈱ 全路線 運休

10/12　13:00以降順次運休し、14時にて終日運休
予定
・江ノ島海岸⇔江ノ島間　高波のため11時以降終
日運休。
（大船駅⇔江ノ島線、藤沢駅⇔江ノ島線は、江ノ島
海岸にて折返し運行）

関鉄グリーンバス㈱

かしてつバス
（小川・茨城空港・新鉾田方面）

一部運休

10/12
石岡駅発 14：05、1505、16：10、16：30、17：2017：
45、18：20、
19：3519：50、20：15、20：55、21：55
10/13
石岡駅発 6：25、6：35、7:50

かしてつバス
（石岡方面）

一部運休

10/12
小川駅発 14：30
新鉾田駅発 14：30、16：05
茨城空港発 14：45、15：45、16：25、
17：25、18：30、20：30、21：05
鉾田駅発 18:15、19：35
10/13
小川駅発 6:00、6：50
鉾田駅発 6:30
茨城空港発 7:20
（小川駅まで）

海老沢線
（鉾田駅⇔海老沢⇔水戸駅北口）

一部運休

10/12
鉾田駅発 13：30、16：55
水戸駅発 16：40、17：10、19：15
10/13
鉾田駅発 6:20

大和田線
（水戸駅北口⇔大和田⇔鉾田駅）

一部運休
10/12
水戸駅発 18：35
10/13
鉾田駅発 6:35

奥ノ谷・水戸線
（奥ノ谷坂上⇔水戸駅北口）

一部運休 10/13
水戸駅発 8:10

茨城空港・水戸線
（茨城空港⇔奥ノ谷⇔水戸駅北口）

一部運休

10/12
茨城空港発 14：55
15：45、17：45
水戸駅発 15：10、16：10
10/13
水戸駅発 8：20

高浜線
（石岡車庫⇔小川駅⇔鉾田駅）

一部運休 10/12
石岡駅発 17：27

林線
（柿岡車庫⇔林⇔石岡駅）

一部運休

10/12
柿岡車庫発 14：15、16：22、16：55、
17：52
上曽発 15：08
石岡駅発 14：05、15：05、16：10、17：15、18：20、
19：15
10/13
柿岡車庫発 6：40

小幡線
（柿岡車庫⇔フラワーパーク⇔石岡
駅）

一部運休
10/12
細内発 17:28
石岡発 16:50
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通常運行 （10/12）全便運休

アウトレット線（河口湖駅⇔アウトレット） 通常運行 （10/12）全便運休

道志小学校線（富士山駅⇔道志小学校） 運休  （10/12）全便運休（10/13）全便運休

道志小学校線（山中湖旭日丘⇔道志小学校） 運休 （10/12）全便運休

内野線（富士山駅⇔内野） 通常運行 （10/12）富士山駅17：00発運休
（10/13）内野7：35発運休

御殿場線（河口湖駅⇔御殿場駅）

上信電鉄㈱

鶴辺団地線 一部運休 12日　12:15～鶴辺団地～観音山ファミリーパーク間

ぐるりん観音山１３系統 運休 12日　１１：４０～

ぐるりん観音山１４系統 運休 12日　１０：３０～

高崎営業所管内全線 運休 12日　15:00以降運行取りやめ

甲府線（富士山駅⇔甲府駅） 通常運行
（10/12）富士山駅10：00発以降・甲府駅10：40発以
降運休
（10/13）富士山駅－西川橋折り返し、甲府駅－下
黒駒折り返し（解除）

玉諸線（甲府駅⇔玉諸小学校） 通常運行 （10/12）全便運休

芦川線（富士山駅⇔芦川農産物直売所） 通常運行
（10/12）富士山駅11：05発以降・プチペンション村
11：40発以降運休
（10/13）プチペンション村7：35発運休

西湖民宿線（富士山駅⇔西湖民宿村） 通常運行
（10/12）西湖民宿村行全便・西湖民宿村16：10発
運休
（10/13）西湖民宿村7：55発運休

本栖湖線（富士山駅⇔本栖湖） 通常運行 （10/12）全便運休

新富士線（富士山駅⇔新富士駅） 通常運行 （10/12）全便運休
（10/13）新富士駅7：15発運休

千葉シーサイドバス㈱ 全路線 運休 10月12日　14時以降順次運休し、13日は安全確
認でき次第順次運行予定

東洋バス（株） 新山営業所管内全線 通常運行 １０月１２日　14：00以降運休

上信ハイヤー㈱

めぐるん全線 運休 10月12日

富岡乗合タクシー全線 運休 10月12日

ぐるりん新町線 運休 10月12日

大和観光自動車㈱ 大宮営業所管内全線 運休 10/12(土)13:00以降

㈱ジャパンタローズ
本社営業所管内全線 運休 10/12日15：00以降の運行

本社営業所管内全線 運休 10/13日安全確認までの運行

ジェイアールバス関東㈱

水戸駅⇔赤塚駅 運休 始便から終日運休（全便運休）

城東車庫⇔水戸駅 運休 始便から終日運休（全便運休）

東古河線（古河営業所管内全線） 一部運休 10/12　14：05以降古河駅・大綱発車の全便

古河市ぐるりん号（市役所及び通勤コース） 一部運休 10/12　14：00以降古河駅を発車する全便

一部運休
9/12
板敷山前発 13:50
16：20、17：55

羽鳥駅→恋瀬小学校→板敷山前 一部運休
9/12
羽鳥駅発 14：35、17：00、18：30

関鉄パープルバス㈱

下妻・土浦線
（下妻駅⇔土浦駅）

一部運休

10/12
下妻駅発　15：50、17：00
土浦駅発　17：20、18：30
10/13
下妻駅発　6：50

下妻・つくばセンター線
（下妻駅⇔つくばセンター）

一部運休

10/12
下妻駅発　14：00、16：30
つくばセンター発　15：15、17：50
10/13
下妻駅発　7：00

石下・土浦線
（石下駅⇔土浦駅）

一部運休
10/12
石下駅発　16：15
土浦駅発　17：45

筑西市地域内運行バス
（下館駅⇔筑西遊湯館）

運休
10/12全便運休
10/13
玉戸駅⇔筑西遊湯館
冠水による通行止により運行見合わせ

筑西市道の駅循環バス
（下館駅⇔下館駅）

運休 10/12全便運休

筑西市広域連携バス
（下館駅⇔筑波山口）

一部運休
10/12
下館駅発　14：05、16：35、18：40、20：50
筑波山口発　13：00、15：30、17：35、
20：00

下妻市「シモンちゃんバス」
（ビアスパークしもつま⇔小貝川ふれ
あい公園）

運休 10/12全便運休

桜川市ヤマザクラＧＯ
（岩瀬庁舎⇔筑波山口）

一部運休

10/12
岩瀬庁舎発　15：00、16：00、16：25、
17：55、19：35
筑波山口発　13：25、14：25、15：00、
16：25、18：25、19：05
10/13
始発より運行（一部冠水による通行止区間有り）

板敷山前→恋瀬小学校→羽鳥駅

柿岡車庫→フラワーパーク→石岡駅 一部運休
9/12
細内発 17:28

石岡駅→フラワーパーク→柿岡車庫 一部運休 9/12
石岡発 16:50
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通常運行 （10/12）10:00以降全便運休
（10/13）上野原駅～光電製作所間で折返運行

太田上線

運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

坂下線 運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

道志線（月夜野・長又⇔都留市駅） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）病院発13：14より運行予定

宮谷線（病院・猿橋⇔堀江製作所）

富士急バス株式会社（上野原営業所）

鶴峠線 一部運休

（10/12）上野原駅8：06発～鶴峠行き
新井止め、10:00以降運休
（10/13）上野原駅～光電製作所間で
折返運行、安全確認後運行再開

松姫峠線 一部運休

（10/12）上野原駅8：32発～鶴峠行き
新井止め　10:00以降運休
（10/13）上野原駅～光電製作所間で
折返運行、安全確認後運行再開

無生野線 一部運休

（10/12）上野原駅8：32発～無生野行
き　坂下止め、10:00以降運休
（10/13）上野原駅～坂下間で折返運
行、安全確認後運行再開

名倉循環線 運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

本町三丁目線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

新井線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

光電製作所前線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

飯尾線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休
（10/13）上野原駅～光電製作所間で折返運行

向風線

帝京科学大学線 運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

不老下線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休
（10/13）上野原駅～本町3丁目間で折返運行

通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

大月線（大月駅⇔都留市駅） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

つるぎ・宝線（都留市駅⇔つるぎ・宝鉱山） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）都留市駅10：45発より運行

菅野線（都留市駅⇔菅野） 一部運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）都留市駅8：15　9：15菅野上
折返し

都留市内循環線（都留市駅⇔都留市駅） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

（10/12）10:00以降の便運休

竹の向・小菅の湯線（大月・病院⇔竹の向・小菅の湯） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）規制解除後確認次第運行開
始

奈良子・浅川線（大月・猿橋⇔奈良子・浅川） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）規制解除後確認次第運行開
始

新倉線（大月・猿橋・営業所・病院⇔新倉） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）規制解除後確認次第運行開
始

山谷線（猿橋・鳥沢・富浜中・病院⇔山谷） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

猿橋町線（猿橋⇔大月駅・病院） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

四季・藤崎線（大月・桂台・四季⇔藤崎・猿橋） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）大月駅発9：32より運行予定

一部運休
（10/12）全便運休
（10/13）
富士山駅発　10:50運行再開
富士スバルライン五合目発　12:50運行再開

富士山世界遺産ループバス 通常運行 （10/12）全便運休

天下茶屋線 運休
（10/12）全便運休
（10/13）全便運休

定期観光バス 運休
（10/12）全便運休
（10/13）全便運休

水陸両用KABAバス 一部運休
（10/12）全便運休
（10/13）午前中運休

富士急バス株式会社（大月営業所）

新田線（大月駅⇔新田） 運休
（10/12）11：00以降出発の便運休
（10/13）全便運休

上真木・ハマイバ線（大月～上真木・ハマイバ） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/）大月駅発8：40より運行予定

日影線（大月・市立病院⇔日影） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）病院発11：50発より運行予定

循環線（大月駅⇔大月駅・大月東中） 通常運行 （10/12）10:00以降の便運休

西奥山線（大月駅～浅利～西奥山） 運休
（10/12）11:00以降の便運休
（10/13）大月駅13：40発より運行予定

田無瀬線（大月駅⇔田無瀬） 通常運行

通常運行 （10/12）全便運休

タウンスニーカー（熊穴新倉循環線） 通常運行 （10/12）全便運休

タウンスニーカー（上暮地明見循環線） 通常運行 （10/12）全便運休

河口湖周遊バス 通常運行 （10/12）河口湖駅10：00発以降運休

西湖周遊バス 通常運行 （10/12）河口湖駅10：10発以降運休

鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス 通常運行 （10/12）河口湖駅10：35発以降運休

タウンスニーカー（中央循環線）

富士山五合目線

忍野・山中湖周遊線（ふじっ湖号） 通常運行 （10/12）河口湖駅10：45発以降運休富士急バス株式会社（本社営業所）

朝日小沢線（大月・病院・猿橋⇔朝日小沢）

谷村町リニア線

犬目線
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大利根交通自動車株式会社 本社営業所管内全線 運行再開 10/12 14:00以降　13日8時以降全便運行再開

上九線（上九一色出張所⇔甲府病院） 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

玉諸小学校線 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

勝沼周遊バス 通常運行 （10/12）全便運休

つゝじ観光バス株式会社

千葉内陸バス株式会社
千代田営業所千代田車庫　管内全路線 運行再開 13日運行再開

千代田営業所みつわ台車庫　管内全路線 運行再開 13日運行再開

桐生朝日自動車㈱ 桐生市循環バス・デマンドバスの全路線 一部運休 １０／１２　１５時～　10/13始発～7:40

井戸線 運休
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）安全確認後運行再開

上野原循環線 通常運行
（10/12）10:00以降全便運休
（10/13）土休日運行なし

富士急バス株式会社（甲府営業所）

芦川線（石和温泉駅⇔鶯宿） 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

芦川線（上芦川⇔鶯宿） 通常運行 （10/12）10:00以降全便運休

ローズクイーン交通（株）

京急油壷マリンパーク⇔城ヶ島線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

京急油壷マリンパーク⇔三崎東岡線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

京急久里浜駅⇔東京湾フェリー線 一部運休 高潮による道路支障

134系統　桜木町⇔本牧循環 運休 12日　桜木町15:42発以降運休

一部運休（運転再開） 7時ごろまで運休
羽田空港ターミナル間無料連絡バス（小循環）線 一部運休（運転再開） 13時ごろまで運休

一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三崎口駅⇔通り矢線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三崎東岡⇔ソレイユの丘線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

荒崎⇔三崎東岡線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

JR・京急久里浜駅⇔浦賀駅線 一部運休 高潮による道路支障

三崎口駅⇔ソレイユの丘線

一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三崎東岡⇔通り矢線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三崎東岡⇔城ヶ島線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三浦海岸駅⇔剱崎線 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

三浦海岸駅⇔三崎東岡線（剱崎経由） 一部運休（運転再開） 高潮による道路支障

一部運休 高潮による道路支障

京急久里浜駅⇔千代ヶ崎線 一部運休 高潮による道路支障
京急久里浜駅⇔浦賀駅線（千代ヶ崎経由） 一部運休 高潮による道路支障

館林・板倉線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

長野原草津口～野尻湖 一部運休 12日14:00まで敷温泉⇔野尻湖間

長野原草津口～野尻湖 運休 12日14:00以降全線

10/12（土）午後便のみ全線

館林・明和・板倉線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

館林・千代田線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

館林・邑楽・千代田線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

多々良巡回線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

10/12　13：00より終日

一部運休

運行再開 １０月１２日（土）１４時以降　13日運行再開

全線（臨港・市内・南船橋・東船
橋・津田沼ららぽーと・柏井線）

運行再開 全線　１２日　13：00以降、13日９時以降再開

全路線（深夜バス、深夜急行バスを含む） 運行再開

新横浜　⇔　溝の口線・・・10:00頃より運行再開
等々力～（循環）～等々力・・・10:00頃より運行再
開
二子玉川駅　⇔　多摩川駅・小杉駅東口・・・10:00
頃より運行再開

館林・板倉北線 運休

渡瀬巡回線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

厚生病院シャトル線 運休 10/12（土）午後便のみ全線

奥戸営業所管内全線

10/12　13：00より終日

小松川工業団地循環 運休 10/12　13：00より終日

京成タウンバス㈱

京成バスシステム(株)

東急バス㈱・㈱東急トランセ

京浜急行バス㈱

京成トランジットバス㈱

㈱グローバル交通

(株)フジエクスプレス

JR・京急久里浜駅⇔野比海岸線

船橋新京成バス㈱

吉川駅⇔メディカルマイ 運休
三郷中央駅⇔ピアラシティみさと

市川市コミュニティバス全線
塩浜営業所管内全線

川崎市交通局 全線運行中

三崎口駅⇔城ヶ島線

三崎口駅⇔京急油壷マリンパーク線

羽田空港ターミナル間無料連絡バス（大循環）線

運休

１２日（土）14:00以降全便、１３日（日）安全を確認でき次第運行

一部運休 １２日（土）14:00以降全便、１３日（日）安全を確認でき次第運行

運休 10/12　13：00より終日

一般路線全線 通常運行 12日　17時を目途に運行取りやめ

白井市コミュティバス 通常運行 12日　13時頃より運行取りやめ

鎌ケ谷市コミュニティバス 通常運行
12日　管内市町村全てに「避難勧告」
が発表となったことから15時より順次
運行とりやめ

運休 10/12　15:00～計画運休

蒲生駅⇔新越谷駅 運休 10/12　13：00より終日

吉川美南駅⇔メディカルマイ 運休 10/12　13：00より終日

吉川美南駅⇔吉川駅北口
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・タクシー関係

・自動車道

大新東(株) レイディアンドシティ営業所管内 運休 12日　16:15より運休

川崎鶴見臨港バス(株) 全線 運休 12日　12:00～終車

成田空港交通株式会社 成田空港～南部工業団地 運休 12日：17:00以降

群馬中央バス（株）

一部運休

14時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了　13日　【立65】高幡不動駅～立川駅北
口
【立66】日野駅～立川駅北口
※日野橋通行止め

運行再開
15時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

調布営業所管内全線

桜ヶ丘営業所管内全線

八王子営業所管内全線

京王バス東㈱

千葉中央バス（株）

京王バス小金井㈱ 小金井営業所管内全線 運行再開
23時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

一般路線 一部運休 12時より逐次運行を取りやめ、13時以降運休

コミバス　いずみ、おまご、さらしな 運休 終日運休

コミバス　Cバス 一部運休 12時より逐次運行を取りやめ、13時以降運休

中野営業所管内全線 運行再開
16時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

運行再開
17時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

運行再開
18時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

運休 ２回

前橋駅前⇔高崎駅前線 運休 午後便４．５回

高崎駅前⇔県立女子大学線 運休 最終便１回

前橋駅前⇔新前橋駅西口線 運休 午後便４回

（ぐるりん）群馬の森線　高崎駅東口→中島団地入口線 運休 ０．５回

（ぐるりん）群馬の森線　高崎駅東口→島野町南線 運休 ０．５回

都道府県名

被害状況無し

長野県・群馬県

被害状況

芦ノ湖スカイライン 10月12日（土）終日通行止め

神奈川県

主たる原因 被害状況

伊勢崎駅前⇔スマーク線 運休 午後便４回
（ぐるりん）京ヶ島線　高崎駅東口⇔高崎駅東口線 運休 ２回

（ぐるりん）京ヶ島線　高崎駅東口→上京目公民館線 運休 ０．５回

22時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了　13日　【高01】高尾駅北口～小仏
【山02】高尾山口駅～高尾駅北口
【山03】高尾山口駅～小仏
※土砂災害

（ぐるりん）京ヶ島線　高崎駅東口→大沢町線 運休 ０．５回

（ぐるりん）群馬の森線　高崎駅東口⇔高崎駅東口線

群馬県 万座ハイウェイ 10月13日（日）9時30分　通行止め解除
千葉県 九十九里有料道路 10月12日（土）16時30分　通行止め

東京都 蓬莱橋～新京橋 10月13日（日）6時30分　通行止め解除

神奈川県 湯河原パークウェイ

終日運休

一部運休 10月12日 12:30発より終日

43750
終日運休 43750
一部運休 10月12日 12:13発より終日

運行再開
19時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

京王電鉄バス㈱

京成タクシー成田(株)

逗葉新道神奈川県

都道府県 路線名

鬼押ハイウェイ 確認中

10月13日（日）16時00分　通行止め解除

神奈川県

MAZDAターンパイク箱根

銚子営業所：川口線

銚子営業所：春日台線

銚子営業所：外川線

京王バス中央㈱ 府中営業所管内全線

永福町営業所管内全線

10月13日（日）11時40分　通行止め解除

10月12日 13:00発より終日
銚子営業所：海鹿島線

10月13日（日）9時30分　通行止め解除

運休状況 運行再開の見通し事業者名

小田急バス㈱ 全路線 運休
10/12　12時以降順次運行中止、
14時以降全ての運行終了

南大沢営業所管内全線 運行再開
20時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

多摩営業所管内全線 運行再開
21時以降全便運休
京王線、井の頭線、JR中央線の最終列車を受け
運行終了

高尾営業所管内全線 一部運休

京王バス南㈱

成田営業所：安食線 一部運休
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・バスターミナル

・整備関係
①整備工場

②車検伸長措置

・トラック関係
（１）事業者被害情報

（2）自治体等と各都県トラック協会との輸送協定に基づき同協会による物資輸送を実施 

○海事関係（10月14日10:30現在）
（１）施設等の被害状況

①　貨物船事業者

②　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

③　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

千葉県

都道府県

千葉県トラック協会

千葉県

投光器１０台
発電機２８台
携行缶１０個

南房総市本庁舎
南房総市三芳地域センター

４ｔ車×１

10月11日 千葉県

４ｔ車×１

埼玉県 戸田市 戸田競艇企業団 競走場建屋に浸水被害あり

被害状況

発電機３１基 南房総市

食料、飲料水 君津市内各避難所

４ｔ車×２

伸張措置無し

輸送日
東京都 東京都トラック協会 ブルーシート　1,000枚 辰巳埠頭

輸送品目 輸送先

10月11日

バスターミナル名

千葉県

10月11日

10月9日

被害状況無し

台数
４ｔ車×３

10月9日

飲料水１９，９２０本 千葉市中央区役所 １０ｔ車×１
10月11日 千葉県

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会

被害状況所在地 事業者名

被害状況無し

2ｔ車×２
４ｔ車×１

茨城県トラック協会 飲料水・パン・毛布 常総市役所 １０ｔ車×１台

茨城県トラック協会 缶入りパン（２００ｋｇ） 境町役場 軽自動車×１台
茨城県トラック協会 飲料水・パン 常陸太田市役所 ２ｔ車×１台
茨城県トラック協会 飲料水・パン 水戸市役所 災害協定により配給

千葉県トラック協会

・茨城県　床上浸水（営業可能）　１事業者

所在地 事業者名

東京都 東京都トラック協会

千葉県トラック協会 飲料水９，６００本 千葉市役所緑区役所

被害状況

被害状況無し

東京シティ・エアターミナル 確認中

千葉県トラック協会 飲料水２４，０００本 東金市役所 １５ｔ車×１

神奈川県

ブルーシート　530枚 竹芝埠頭 ４ｔ車×２
10月9日 千葉県トラック協会

草津温泉バスターミナル 確認中

東京都 浜松町バスターミナル 確認中

東京都 サンシャインバスターミナル 確認中

東京都

10月13日 常総市

10月13日 境町
10月13日 常陸太田市

10月13日 水戸市

横浜シティ・エア・ターミナル 10月13日（日）8時00分から営業再開、被害無し。

大崎駅西口バスターミナル 確認中

群馬県

東京都

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 ブルーシート２５０枚 鋸南町役場 ４ｔ車×１

要請元 要請先
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④　港湾運送事業等

・現在、入手している港湾運送事業に係る被害情報は以下のとおり

（２）運航状況

○物流関係（10月14日10:30現在）

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

○観光関係（10月14日10:30現在）

港湾名 発生場所 被害状況

伊豆諸島開発 父島～母島 運航再開

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 運航再開

運航再開

東京都観光汽船 日の出～お台場 運航再開

東京都観光汽船

横浜港 南本牧ふ頭 中古車の波による流動。

川崎港 東扇島コンテナ埠頭 高波等による岸壁（桟橋）損傷。

東京～八丈島 運航再開

東京～大島～神津島

東海汽船 熱海～大島

納涼船期間終了

運航再開

運航再開

運航再開

神新汽船

東京都観光汽船 浅草～日の出

神津島～下田 運航再開

東京都公園協会 東京水辺ライン大回りルート 運航再開

ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運航再開

箱根観光船 箱根町～湖尻桃源台 運休 固定桟橋水没により運休中

伊豆箱根鉄道 箱根関所跡～湖尻 運休 固定桟橋水没により運休中

東海汽船 東京湾内周遊

東海汽船 神津島～熱海

東海汽船

情報収集中

被　害　内　容

情報収集中

都道府県

東京都公園協会

事業者名

東京水辺ライン小回りルート

航路名

日の出～有明 運航再開

小笠原海運 東京～父島

運航再開東京湾フェリー 金谷～久里浜

運航再開

運航状況 被害状況

東海汽船

施設被害 営業状況ターミナル名 所在地

箱根町において土砂崩れ、浸水等により5施設被害あり。人的被害無し。

運航再開

伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運休

都道府県
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茨城

職員の安否・人的被害

群馬

業務継続
の可否

栃木 なし なし 確認中

なし

確認中

埼玉 なし なし

確認中

　　　土浦

確認中

なし なし

なし 確認中

所属 庁舎等の施設被害

東京

千葉

　　　　春日部 なし

　　　所沢

なし 確認中

確認中

なし なし

なし なし

　　　佐野 なし なし

なし なし

確認中

○庁舎関係 （10月14日10:30現在）

なし なし

確認中

　　　熊谷 なし 確認中

確認中

なし なし

なし なし 確認中

なし

なし

なし

なし なし

なし

確認中

なし なし 確認中

なし 確認中

　　　習志野 なし なし 確認中

　　　袖ヶ浦

川崎海 なし なし 確認中

なし なし 確認中

　　　川崎 なし なし 確認中

神奈川

　　　湘南 なし なし 確認中

なし　　　相模 なし 確認中

確認中

なし なし

　　　足立 確認中

検査コース入口付近に土砂が流入。 確認中

確認中

なし

山梨

　　　八王子

　　　多摩

　　　練馬

　　　野田

　　　鹿島
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