
※　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。

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。

10月8日（火）

10月9日（水）

10月11日（金）

10月12日（土）

災　害　情　報
令和元年10月26日14:00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２８報）

10月10日 19:00 警戒体制

10月15日 10:20 第3回災害対策本部会議を開催

10月8日

10月9日

10月10日

10月11日 14:10 第1回災害対策本部会議を開催

10月13日 9:10 第2回災害対策本部会議を開催

10月11日 11:30 非常体制

10月11日 10:00 災害対策担当者会議を開催
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○TEC-FORCEの派遣　【のべ　　 人・日派遣(10/10～　　　　　)】

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況 （単位：人）

10月

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 4 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

0 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0

0 2 1 3 2 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

0 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0

1 13 10 18 14 21 15 11 17 7 5 16 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0

３．被害状況

○鉄道関係（10月26日13:45現在）

■施設の被害等

 ・ＪＲ東日本　水郡線　袋田～常陸大子、磐城浅川～里白石 橋りょう流出、西金～上小川 橋りょう傾斜

・ＪＲ東日本　両毛線　大平下～栃木 橋台背面流出

・JR東日本　吾妻線　長野原草津口～大前　土砂流入、電化柱倒壊

・ＪＲ東日本　八高線　丹荘～群馬藤岡 神流川橋りょう変位

 ・箱根登山鉄道　鉄道線　宮ノ下～小涌谷　土砂流入、蛇骨橋りょう流出、上大平台信号場～仙人台信号場　石流入

（運行状況）

茨城県 茨城交通 茨城運輸支局 1 1

茨城県 茨城県バス協会 茨城運輸支局 3 3

JR東日本

始発

・長野原草津口～大前　土砂流入、電化柱倒壊
・運転再開には相当期間要する見込み
・バスによる代替輸送を実施中

中之条～長野原草津口 12日 12:00 16日 始発
吾妻線

渋川～中之条 12日 12:00 14日 始発

長野原草津口～大前 12日 12:00

14日 6:07

両毛線

新前橋～桐生 12日 13:00 13日 11:00

足利～岩舟 12日 13:00 20日

栃木～小山 12日 13:00 16日 始発

始発

岩舟～栃木 12日 13:00
・大平下～栃木 橋台背面路盤流出
・1ヶ月程度での運転再開を予定
・バスによる代替輸送を実施中

桐生～足利 12日 13:00 14日

主な被害状況等

・ＪＲ東日本　中央線　高尾～相模湖 土砂流入、のり面崩壊

２事業者　５路線

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開

【台風第１９号による被害状況等】

14:00

塩山～甲府 12日 10:00 14日 14:00

高尾～大月 12日 7:05 18日 10:22
・高尾～相模湖 土砂流入、のり面崩壊
・高尾～相模湖間は単線で運転再開
・全面復旧は10月末までかかる見込み。特急もそ
れまでは運休。

中央線
大月～塩山 12日 7:05 14日

甲府～小淵沢 12日 10:00

茨城県 JR東日本水戸支社 鉄道部 5 5

合計 161 161

神奈川県 箱根登山鉄道 鉄道部 3 3

東京都・神奈川県 JR東日本八王子支社 鉄道部 5 5

山梨県 山梨県庁 山梨運輸支局 19 19

東京都 東武鉄道 鉄道部 2 2

東京都 東京都庁 東京運輸支局 9 9

神奈川県 神奈川県庁 神奈川運輸支局 11 11

埼玉県 埼玉県庁 埼玉運輸支局 20 20

千葉県 千葉県庁 千葉運輸支局 15 15

栃木県 栃木県庁 栃木運輸支局 23 23

群馬県 群馬県庁 群馬運輸支局 16 16

27

茨城県 JR東日本水戸支社 茨城運輸支局 2 2

都道府県 市町村等

茨城県 茨城県庁 茨城運輸支局 27

派遣先
派遣元 合　計

合　計
（市町村）

161
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■施設の被害等

・ＪＲ東日本　久留里線　平山～上総松丘　土砂流出、上総松丘～上総亀山　倒木・土砂流入

 ・ＪＲ東日本　総武本線　佐倉～南酒々井　土砂流入、八街～日向　路盤流出

・ＪＲ東日本　成田線　成田～久住　土砂流入、久住～滑河　土砂流出

・鹿島臨海鉄道　大洗鹿島線　新鉾田駅　のり面一部陥没、徳宿～新鉾田　土砂流入

・小湊鉄道　小湊鉄道線　馬立～上総牛久、飯給～月崎　線路冠水、上総牛久～上総川間　道床流出　

 　　　　　　　　　　　　　　　　高滝～里見　土砂流入、養老渓谷～上総中野　土砂流入・電化柱傾斜

（運行状況）

大原～大多喜 25日 9:16 26日 9:39
大多喜～上総中野 25日 9:16 26日 10:10

五井～養老渓谷 25日 11:30 ・馬立～上総牛久、飯給～月崎　線路冠水
・上総牛久～上総川間　道床流出

養老渓谷～上総中野 25日 10:14 ・養老渓谷～上総中野　土砂流入・電化柱傾斜

銚子電気鉄道線 全線 25日 17:55 26日 始発

京成佐倉～宗吾参道 25日 14:22 25日 15:45
大洗～大洋 25日 15:12 ・新鉾田駅　のり面一部陥没

・徳宿～新鉾田　土砂流入

大洋～鹿島神宮 25日 15:12 26日 13:45

滑河～銚子 25日 13:00 26日 5:08
成田～木下 25日 13:00 26日 1:45

全線 25日 13:00 26日 6:44

【低気圧の接近に伴う大雨による被害状況等】

5事業者12路線運転見合わせ

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

高萩～いわき 25日 17:30 26日 12:57

成田～滑河 25日 13:00 ・成田～久住　土砂流入
・久住～滑河　土砂流出

18:37

箱根湯本～強羅 12日 8:00
・宮ノ下～小涌谷 道床等流出、蛇骨橋りょう流出
・上大平台(信)～仙人台(信)　石流入
・復旧には長期間要する
・バスによる代替輸送を実施中

箱根登山鉄道 鉄道線

小田原～箱根湯本 12日 11:15 13日

八高線

八王子～高麗川 12日 11:00 13日 13:00

高麗川～寄居 12日

寄居～北藤岡 18日 11:49
・丹荘～群馬藤岡 神流川橋りょう変位
・1ヶ月程度での運転再開を予定
・バスによる代替輸送を実施中

11:00 14日 始発

寄居～高崎 12日 11:00 13日 13:00

水郡線

水戸～常陸大宮 12日 13:00 15日 始発

常陸大宮～常陸大子 12日

上菅谷～常陸太田 12日 13:00 15日 始発

13:00

・袋田～常陸大子 橋りょう流出
・西金～上小川 橋りょう傾斜
・常陸大宮～西金間は11月1日運転再開予定
・西金～常陸大子間は運転再開の見込みは未定
・バスによる代替輸送を実施中

常陸大子～郡山 12日 13:50
・磐城浅川～里白石 橋りょう盛土・道床流出
・11月1日運転再開予定
・東館～郡山間はバスによる代替輸送を実施中

南三原～安房鴨川 25日 8:32 26日

上総湊～富浦 25日 9:51 26日 4:45
富浦～館山 25日 9:09 26日 4:45

館山～南三原 25日 8:32 26日 6:54
9:20

外房線

誉田～大網 25日 13:00 26日 9:39
大網～上総一ノ宮 25日 13:00 26日 12:07
上総一ノ宮～勝浦 25日 13:00 26日 8:37
勝浦～安房鴨川 25日 9:26 26日 8:57

内房線

君津～上総湊 25日 13:00 26日

久留里線
木更津～久留里 25日 8:50 26日 7:44

久留里～上総亀山 25日 8:15 ・平山～上総松丘　土砂流出
・上総松丘～上総亀山　倒木・土砂流入

総武本線
千葉～佐倉 25日 13:38 25日 20:07
佐倉～成東 25日 13:00 ・佐倉～南酒々井　土砂流入

・八街～日向　路盤流出

鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線

小湊鉄道 小湊鉄道線

銚子電気鉄道

いすみ鉄道 いすみ線

東金線 全線 25日 13:00 26日 8:27

成田線

佐倉～成田空港 25日 13:38 25日 20:07

鹿島線
京成電鉄 本線

ＪＲ東日本

常磐線
4:45
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○自動車関係（10月26日14：00現在）

・高速バス関係

事業者　 路線運休 事業者 一部運休

・路線バス関係 事業者　 路線運休 事業者 一部運休

・タクシー関係

【台風第１９号による被害状況等】

神奈川中央交通（株）

東武バスウエスト㈱

西東京バス

箱根登山バス㈱

イーグルバス株式会社

西武バス株式会社

富士急バス株式会社

京王電鉄バス㈱

富士急湘南バス（株） 新松田⇔西丹沢線 一部運休 一部区間通行止め。沢上バス停折返し

個人タクシー 車両1台水没 神奈川

栃木合同タクシー（株） 営業所浸水・車両１両故障 栃木

（株）埼玉交通 車両１台水没 埼玉

国際自動車（株） 車両4台水没 東京

（株）京浜キャブシステム 車両1台水没 東京

車両1台水没 栃木

（有）大平タクシー 車両1台水没 栃木

濱田交通（株） 車両1台水没 栃木

アサヒタクシー（株）

（株）滝交通 車両5台水没 茨城

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

広河原⇔北沢峠 運休 道路通行止めに伴う

日野駅～立川駅北口

犬目線 一部運休

太田上線 一部運休

高幡不動駅～立川駅北口 運休

高尾山口駅～高尾駅北口 運休

南アルプス市

高尾山口駅～小仏 運休

天下茶屋線

運休

西武秩父駅－西武秩父駅 運休

新田線（大月駅⇔新田） 一部運休
（10/19）大月駅8:30発便より「法雲寺前」折り返し運
行、（10/23）国道20号の法雲寺橋の損壊に伴い都
留市内経由の迂回運行

松姫峠線 一部運休

奥多摩駅地区 一部運休

一部運休

奥多摩駅～東日原・鍾乳洞=当面
の間運休　(運行経路の道路陥
没)

洲の崎線　西岬小学校入口～小沼間 一部運休 一部区間不通

一部運休桃源台線

西武秩父駅－中津川　 一部運休 川又バス停にて当面折り返し運行

小川町駅⇔白石車庫 一部運休 皆谷バス停にて折り返し運行

運休

梅01（青梅駅～玉同記念館循環）

道路通行止めに伴う

八王子地区

伊戸一周便 一部運休 一部区間不通

0 0 0 0

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

ジェイアールバス関東㈱

　運行休止区間：宮城野～仙石案内所前

土砂流出箇所がある為、現在運行を見合わせ

一部運休

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

5 9 9 16

山梨交通（株） 奈良田～広河原線 運休

東京都交通局

高尾駅北口～陣馬高原下=大久保止
まり　恩方中学校～陣馬高原下間　区
間運休

武蔵五日市地区 一部運休

一部運休 土砂崩れ

三ｹ木～西野々～月夜野 運休

指扇駅～フェニックスゴルフ場線 一部運休 冠水のため「指扇駅」～「平方」間で折り返し運行。

武蔵五日市駅～松尾･つるつる温泉
岩井止まり　石山前～つるつる温泉間
区間運休

被害状況無し

三ｹ木～西野々～東野
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・自動車道

・バスターミナル

・整備関係

①整備工場

・東京都　建物の損壊等、３事業場
・神奈川県　建物の損壊等、５事業場
・群馬県　建物の損壊等、１事業場
・茨城県　建物の損壊等、２２事業場
・栃木県　建物の損壊等、５２事業場

②車検等伸長措置

③登録等申請関係

・自動車の使用者の住所を証する書面・・・特定非常災害発生日（令和元年１０月１０日）前３ヶ月以内に作成されたもの。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部の地域＊に住所を有する者及び同地
域内に使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者に対し、下記の書類の有効期間満了日を令和２年３月
３１日まで延長する。

・印鑑登録証明書・・・特定非常災害発生日（令和元年１０月１０日）前３ヶ月以内に作成されたもの。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部の地域＊に使用の本拠の位置が定め
られている自動車の使用者に対し、下記の書類の有効期間満了日を令和２年３月３１日まで延長する。

・自動車保管場所証明書・・・特定非常災害発生日（令和元年１０月１０日）前４０日以内に証明されたもの。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部の地域＊に使用の本拠を有する車両
のうち、自動車検査証の有効期間が１０月１５日から１１月１４日までの車両について、１１月１５日まで自動車検査証
の有効期間を伸長
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部の地域＊に使用の本拠を有する車両
のうち、限定自動車検査証の有効期間が１０月１５日から１０月２５日までの車両について、１１月１５日まで限定自動
車検査証の有効期間を伸長

茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県の一部の地域＊に事業場を置く指定自動車
整備事業者が交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間が１０月１５日から１０月２６日までのもの
について、１１月１５日まで有効期間を伸長

東京都 大崎駅西口バスターミナル 被害状況なし
神奈川県 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、被害状況なし。

東京都 サンシャインバスターミナル 被害状況なし
東京都 東京シティ・エアターミナル 被害状況なし

群馬県 草津温泉バスターミナル 被害状況なし
東京都 浜松町バスターミナル 被害状況なし

神奈川県 逗葉新道 10月13日（日）9時30分　通行止め解除

都道府県 バスターミナル名 被害状況

神奈川県 芦ノ湖スカイライン 10月13日（日）11時10分　通行止め解除
神奈川県 MAZDAターンパイク箱根 10月13日（日）11時40分　通行止め解除

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 10月13日（日）16時00分　通行止め解除

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13日（日）13時30分 通行止め解除

都道府県 路線名 被害状況
長野県・群馬県 鬼押ハイウェイ 被害状況なし
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＊対象地域

・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 

10月23日 埼玉県 埼玉県トラック協会

レトルトご飯60箱（500ｋｇ）
カップ麺70箱（240ｋｇ）

レトルト牛丼70箱（294ｋｇ）
レトルトシチュー65箱（455ｋｇ）
レトルトカレー75箱（525ｋｇ）

高坂市民活動センター ４ｔ車×１台

千葉県

旭市、大網白里市、香取市、山武郡九十九里町、香取郡神崎町、佐倉市、山武市、印旛郡酒々井町、山武郡
芝山町、匝瑳市、香取郡多古町、千葉市（美浜区を除く。）、銚子市、東金市、香取郡東庄町、富里市、成田
市、八街市、山武郡横芝光町、四街道市、印西市、印旛郡栄町、いすみ市、長生郡一宮町、市原市、夷隅郡大
多喜町、勝浦市、鴨川市、木更津市、君津市、安房郡鋸南町、長生郡白子町、袖ケ浦市、館山市、長生郡長生
村、長生郡長南町、長生郡長柄町、富津市、南房総市、長生郡睦沢町、茂原市

山梨県
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代
郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、
南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村

・茨城県　床上浸水、施設損壊等　９事業者（うち、車両被害　３事業者７両）
・群馬県　施設損壊、土砂崩れ、冠水等　１５事業者（うち、車両被害　５事業者３６両）　　

・東京都　施設損壊（社屋、車庫、車両等）　４事業者（うち、車両被害　１事業者１両）

埼玉県

さいたま市、川口市、熊谷市、行田市、秩父市、本庄市、東松山市、深谷市、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、
比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆
野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大
里郡寄居町、川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸
市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、ふ
じみ野市、春日部市、越谷市、八潮市

東京都
世田谷区、墨田区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、立川市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、東大和市、
武蔵村山市、多摩市、稲城市、八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、
西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、大田区、島しょ大島町、調布市、狛江市

神奈川県
相模原市、厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、川崎市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎
市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足
柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町

10月23日 栃木県 栃木県トラック協会

ブルーヒーター5台
手指消毒薬100本
除菌スプレー50本

除菌ウエットティッシュ140本
ブルーシート500枚
レインコート377着

土嚢袋5,000枚
リポビタン40箱

栃木中央小学校、栃木勤労者体育センター ４t車×1台

10月23日 栃木県 栃木県トラック協会

輸送日 要請元 要請先 輸送品目 輸送先 台数

茨城県

水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、東
茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、土浦市、石岡市、結城市、常総市、つくば市、守谷市、筑西
市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、鉾田市、東茨城郡大洗町、古河市、下妻市、つくばみらい市、結城郡八
千代町、猿島郡境町

栃木県
宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那
須郡那須町、那須郡那珂川町、足利市、栃木市、佐野市、下野市、河内郡上三川町、芳賀郡茂木町、芳賀郡
市貝町、下都賀郡壬生町、那須烏山市、小山市

群馬県

前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉
岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾
妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡
千代田町、邑楽郡邑楽町、伊勢崎市、北群馬郡榛東村、佐波郡玉村町、邑楽郡大泉町

都道府県 対象地域

・栃木県　床上浸水、施設損壊（社屋、車庫、車両等）は２０事業者（うち、車両被害７事業者５４両）

軍手2,508個
トラロープ5箱
乾電池2,500箱

トイレットペーパー10箱
ごみ袋2,000枚

石鹸99個
レインコート110着

土嚢袋2,000枚

アリーナ田沼（佐野市） ４t車×1台
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土のう袋3,000枚（150ｋｇ）
※1箱10㎏×15箱

東松山市役所 ４ｔ車×１台

10月19日 栃木県 栃木県トラック協会
毛布40枚、段ボールベット

(枕・マットレス)15箱 足利市役所 ２ｔ車×1台

土嚢袋18,000枚
ホッカイロ3,300個
ブルーシート200枚

鹿沼市役所 ４ｔ車×1台

埼玉県トラック協会

10月20日 埼玉県 埼玉県トラック協会
土のう袋3,000枚（150ｋｇ）
※1箱10㎏×15箱 東松山市役所 ４ｔ車×１台

10月21日 佐野市 栃木県トラック協会佐野支部
敷き鉄板（仮設被災ごみの集積場

のぬかるみに対応させるため） 佐野市栄公園球場 １０ｔ車×1台

10月20日 埼玉県 埼玉県トラック協会

10月21日 栃木県 栃木県トラック協会

土嚢袋8,000枚
マスク500枚

防塵マスク200枚
手指消毒薬20個

ペーパータオル200枚
除菌スプレー10本他

足利市役所 ４ｔ車×1台

10月21日 栃木県 栃木県トラック協会

土嚢袋2,500枚
マスク500枚

防塵マスク200枚
手指消毒薬20個

ペーパータオル200枚
除菌スプレー10本他

小山市役所 ４ｔ車×1台

10月21日 栃木県 栃木県トラック協会

土嚢袋43,000枚
マスク500枚

防塵マスク2,600枚
手指消毒薬100個

ペーパータオル600枚
除菌スプレー50本

除菌ウエットティッシュ140個

栃木市役所 ４ｔ車×1台

10月22日 埼玉県

10月23日 栃木県 栃木県トラック協会
枕・マットレス・毛布・掛け布団各20個
土嚢袋2,000枚 粟野コミュニティーセンター（鹿沼市） ４t車×1台

10月23日 栃木県 栃木県トラック協会

手指消毒薬20本
除菌スプレー10本

除菌ウエットティッシュ30個
リポビタン40箱

足利市役所 ４t車×1台

10月23日 栃木県 栃木県トラック協会

手指消毒薬20本
除菌スプレー10本

除菌ウエットティッシュ30個
リポビタン20箱

小山市消防本部 ４t車×1台

10月22日 城里町 茨城県トラック協会
段ボールベッド・毛布・

簡易トイレ・ブルーシート
城里町役場

４ｔ車×１台

10月22日 大子町 茨城県トラック協会 高圧洗浄機 大子町役場

10月22日 水戸市 茨城県トラック協会 長靴 水戸市災害対策本部 ２ｔ車×１台

土のう100袋 水戸市役所土木補修事務所 １０ｔ車×１台

10月20日 常陸太田市 茨城県トラック協会

10月22日 水戸市 茨城県トラック協会 土のう袋 水戸市役所本庁舎 ２ｔ車×１台

10月21日 ひたちなか市 茨城県トラック協会 土のう袋 ひたちなか市役所 ４ｔ車×１台

段ボールベッド３０組(150ｋｇ）
下着の箱詰４箱（４０ｋｇ） 坂戸市防災倉庫 ４ｔ車×１台

10月21日 大子町 茨城県トラック協会 防塵ゴーグル・段ボールベッド 大子町役場 ４ｔ車×１台

10月21日 水戸市 茨城県トラック協会 土のう 水戸市役所土木補修事務所 ４ｔ車×２台

10月21日 笠間市 茨城県トラック協会 土のう170袋 水戸市役所土木補修事務所 １０ｔ車×１台

10月21日 笠間市 茨城県トラック協会 土のう１５０袋 水戸市役所土木補修事務所 １０ｔ車×１台

茨城県トラック協会 ブルーシート 常陸大宮市役所

10月18日

10月21日 小美玉市 茨城県トラック協会 土のう100袋 水戸市役所土木補修事務所 １０ｔ車×１台

10月21日 小美玉市 茨城県トラック協会 土のう160袋 水戸市役所土木補修事務所 １０ｔ車×１台

10月19日 常陸太田市 茨城県トラック協会 防塵ゴーグル 大子町役場 ２ｔ車×１台

10月21日 小美玉市

常陸太田市金郷支所 ２ｔ車×１台
10月20日 大子町

10月21日 栃木県 栃木県トラック協会

茨城県トラック協会

10月18日 常陸太田市 茨城県トラック協会 ブルーシート 常陸太田市交流センター　ふじ
４ｔ車×１台

10月18日 常陸太田市 茨城県トラック協会 ブルーシート 常陸太田市福祉かいかん

茨城県トラック協会 マスク 大子町役場
４ｔ車×１台

10月20日 水戸市 茨城県トラック協会 革手袋・厚手袋・軍手 県央総合防災ｾﾝﾀｰ

10月18日 常陸太田市 茨城県トラック協会
毛布・ビニ手袋M・ビニ手袋L・

暖房器具（小型） 常陸太田市交流センター　ふじ
４ｔ車×１台

10月18日 常陸大宮市

雨カッパ（上下）

10月18日 大子町 茨城県トラック協会
土のう袋・簡易トイレ・

ブルーシート 大子町役場 ２ｔ車×１台

ひたちなか市 茨城県トラック協会 毛布・防水シート・クラッカー 那珂湊支所
４ｔ車×１台

10月18日 城里町 茨城県トラック協会 ブルーシート・土のう袋 城里町役場
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10月16日 埼玉県 埼玉県トラック協会

ペットボトル飲料1,008本
レトルトご飯1,008食

カップ麺1,008食
缶詰1,008食
計1,132㎏

川島町防災倉庫 ４t車×１台

10月16日 埼玉県 埼玉県トラック協会

ペットボトル飲料2,016本
レトルトご飯2,016食

カップ麺2,016食
缶詰2,016食
　計2,251㎏

川越市（なぐわし公園）

１０t車×１台

坂戸市防災倉庫

10月16日 埼玉県 埼玉県トラック協会

ペットボトル飲料2,016
レトルトご飯1,008食

カップ麺1,008食
缶詰1,008食

計570㎏

東松山市役所 ２t車×１台

10月16日 千葉県 千葉県トラック協会
ブルーシート８９０枚 匝瑳市役所

４ｔ車×１台
ブルーシート１１０枚 四街道市役所

10月16日 常陸太田市 茨城県トラック協会
ダンボールベット・マスク・トイレッ
トペーパー・ティッシュペーパー・

土のう袋・ゴミ袋
常陸太田市交流センターふじ ４ｔ車×１台

10月16日 常陸大宮市 茨城県トラック協会 ダンボールベット 常陸大宮市役所 ４ｔ車×１台

２ｔ車×１台

10月17日 水戸市 茨城県トラック協会 ダンボールベット 水戸市役所 ２ｔ車×１台

10月17日 常陸太田市 パーテーション 常陸太田市役所交流センター　ふじ

10月17日 水戸市 茨城県トラック協会 タオル 水戸市役所

10月17日 水戸市

茨城県トラック協会

タオル 水戸市役所

４ｔ車×１台10月17日 常陸大宮市
パーテーション・
ダンボールベット

常陸大宮市役所

10月17日 大子町 茨城県トラック協会 ヒーター・発電機 大子町役場 ４ｔ車×１台

10月17日 水戸市
茨城県トラック協会

スコップ・ブルーシート 水戸市旧飯富幼稚園（現地災害対策本部）
４ｔ車×１台

10月17日 水戸市 スコップ 長寿山荘（ボランティアセンター）

10月17日 水戸市 茨城県トラック協会 哺乳瓶・ボディーシート・シャンプー・
パーテーション・ブルーシート 水戸市役所 ４ｔ車×１台

伊勢原市 神奈川県トラック協会
水５００ｍｌ×３０００本

１２５箱
埼玉県東松山市 ４ｔ車×１台

10月18日 栃木県 栃木県トラック協会 毛布200枚 栃木市勤労者体育センター ２トン車×1台

埼玉県トラック協会

１０t車×１台

10月18日 埼玉県 段ボールベッド40個 野本コミュニティセンター

10月18日 日本赤十字社 東京都トラック協会
緊急セット

（避難者日用品）
日赤茨城県支部（水戸市） ４ｔ車×１台

10月18日 埼玉県 段ボールベッド25個 松山市民活動センター

10月18日 埼玉県 段ボールベッド10個 唐子市民活動センター

10月18日 埼玉県 段ボールベッド15個 高坂丘陵市民活動センター

10月18日 埼玉県 段ボールベッド25個
川越市

（総合福祉センター　オアシス）

10月18日

10月18日 埼玉県
土のう袋3,000枚（150ｋｇ）、

ブルーシート1,000枚（3,000ｋｇ） 東松山市役所 ４ｔ車×１台

10月18日 埼玉県

レトルトご飯3,024食（709㎏）、
カップ麺3,000食（435㎏）

缶詰3,024食（412㎏）
水ペットボトル2,016食（1,213㎏）

レトルト牛丼1,020食（143㎏）
レトルトシチュー1,020食（238㎏）
レトルトカレー1,020食（238㎏）

高坂市民活動支援センター ４ｔ車×１台

10月18日 大子町 茨城県トラック協会 スコップ

10月18日 水戸市 茨城県トラック協会 土のう袋 水戸市役所

２ｔ車×１台10月18日 水戸市 茨城県トラック協会 土のう袋 常陸太田市交流センター　ふじ

大子町役場
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10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 飲料水２４，０００本 東金市役所 １５ｔ車×１台

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会
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台

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 飲料水９，６００本 千葉市役所緑区役所 ４ｔ車×２台

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 飲料水１９，９２０本

千葉市中央区役所
千葉市花見川区役所
千葉市若葉区役所
千葉市緑区役所

千葉市美浜区役所

１０ｔ車×１台

４t車×１台

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 食料、飲料水 君津市内各避難所
2ｔ車×２台
４ｔ車×１台

ブルーシート１，０００枚
土のう袋１，０００枚 匝瑳市役所

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会 ブルーシート１，０００枚 鴨川市役所

10月11日 千葉県 千葉県トラック協会

ブルーシート５，０００枚 千葉市役所

１５t車×３台
４t車×２台

ブルーシート２，０００枚 東金市役所

ブルーシート２，０００枚 山武市役所

10月13日 常総市 茨城県トラック協会
飲料水・缶パン・
毛布・クラッカー

常総市石下総合運動公園 １０ｔ車×１台

10月13日 水戸市 茨城県トラック協会 飲料水・缶パン 水戸市役所 災害協定により配給

10月13日 常陸太田市 茨城県トラック協会 飲料水・缶パン 常陸太田市役所 ２ｔ車×１台

10月13日 境町 茨城県トラック協会 缶入りパン（２００ｋｇ） 境町役場 ２t車×１台

１０ｔ車×１台

10月13日 千葉県 千葉県トラック協会 ブルーシート１，５００枚 佐倉市役所 １５ｔ車×２台

4ｔ車×1台

パン100食

アルファ米100食

クラッカー100食

飲料水300本（500ml）

10月13日 千葉県 千葉県トラック協会 ブルーシート１，０００枚 成田市役所大栄支所

非常用食用パン33箱（1箱24缶）

飲料水792本（500ml）

毛布1,000枚 小山市消防本部

10月13日 栃木県 栃木県トラック協会

毛布300枚

佐野市役所

10月13日 栃木県 栃木県トラック協会

アルファ米20箱（1箱50食）

野木町役場

4ｔ車×1台

飲料水960本（500ml）

毛布1,000枚

毛布300枚

上三川町役場

４t車×１台

10月14日 東京都 東京都トラック協会
飲料水・アルファ化米・白粥・

クラッカー・ビスケット 日の出町内孤立集落（２カ所） ３t車×１台

常陸太田市福祉会館

10月14日 千葉県 千葉県トラック協会 段ボールベッド　５０台 千葉県消防学校（市原市）

10月14日 常陸大宮市 茨城県トラック協会 土のう袋 常陸大宮市立大宮小学校
４ｔ車×１台

10月14日 常陸太田市 茨城県トラック協会 毛布

10月14日 常陸大宮市 茨城県トラック協会 クラッカー・飲料水 常陸大宮市立大宮小学校 ２ｔ車×１台

10月14日 日本赤十字社 埼玉県トラック協会

布団セット40個
毛布75個

緊急セット30個
安眠セット20個

計2135㎏

やまぶき荘、川越市役所 ２t車×１台

10月14日 栃木県 栃木県トラック協会塩那支部 飲料水3,000本（2L） 福島県相馬市役所 13.5ｔ車×1台

10月14日 大子町 茨城県トラック協会
おかゆ・缶パン・水・

簡易トイレ・クラッカー
大子町役場 ２ｔ車×１台

10月15日 東京都 東京都トラック協会
ポリタンク
(1,541個）

東京都水道局ひむら浄水所 ２t車×５台

10月15日 千葉県 千葉県トラック協会 ブルーシート６９０枚 勝浦市役所 ２ｔ車×２台

10月14日 水戸市 茨城県トラック協会 毛布 水戸市東町運動公園体育館 ４ｔ車×１台

10月15日 水戸市 茨城県トラック協会
液体ミルク・マスク・

オムツ・はみがきセット
水戸市役所 ４ｔ車×１台

10月15日 大子町
茨城県トラック協会

毛布・ブルーシート 大子町役場
４ｔ車×１台

10月15日 常陸太田市 土のう袋 常陸太田市福祉会館
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（３）国による支援物資輸送について

・高速バス関係

事業者　 路線運休 事業者 一部運休

東京駅～鹿島セントラルホテル・鹿島神宮駅 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

浜松町・東京駅～銚子・犬吠埼（旭ルート／佐原・小見川ルート） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

浜松町・東京駅～かずさアーク・安房鴨川 運休 １０月２６日　安全運行の確保がとれるまで運休。

浜松町・東京駅～勝浦・御宿・安房小湊 運休 １０月２６日 安全運行の確保がとれるまで運休。

東京駅～幕張メッセ（臨時便） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

小湊鉄道（株）

千葉～大宮線 運休

木更津・君津～成田線 運休

袖ヶ浦～東京線 運休

京成バス

東京シャトル（東京駅～成田空港） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

有楽町シャトル（東京駅鍛冶橋駐車場～成田空港） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

稲毛海岸駅・幕張新都心～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

所沢駅・東所沢駅・和光市駅～成田空港 運休 １０月２６日　所沢駅4:40発　運休。

ONライナー（大宮駅～成田空港） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

富士山駅・河口湖～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

新富士駅・沼津駅～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

中山駅・センター南駅～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

千葉中央駅・JR稲毛駅～成田空港

ちばフラワーバス
フラワーライナー 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

シーサイド 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

千葉交通

銚子～東京線（全ルート） 運休 １０月２６日 旭日ルート 陣屋町発6:36、7:46の便 運休

匝瑳～東京線 運休 大雨の影響に伴う

成田空港発便 運休
１０月２６日 大宮～成田空港線 西武バス大宮営業
所発11:00の便 運休。川越～成田空港線 森林公
園駅発 4:30、5:30の便 運休。

銚子～京都・大阪線（夜行バス） 運休 USJ発 20:00の便 運休

成田シャトル（大崎駅～成田空港） 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

小岩駅・一之江駅・葛西駅～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

吉祥寺駅～成田空港 運休

藤沢線 運休 １０月２６日　茅ヶ崎駅5:35発　成田空港行き　運休

つくば線 運休 東関東道・圏央道通行止めの為

松戸・柏線 運休 東関東道・圏央道通行止めの為

新百合ヶ丘駅・たまプラーザ駅～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

平塚・本厚木駅～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

橋本駅・相模大野駅・町田～成田空港 運休 １０月２６日　橋本駅0:50発　運休。

YCAT・みなとみらい地区～成田空港 運休 大雨の影響で東関東道および圏央道通行止めによる

幕張線 運休 東関東道・圏央道通行止めの為

立川線 運休 東関東道・圏央道通行止めの為

・国から埼玉、茨城、栃木の一次集積拠点向けプッシュ型支援物資輸送を実施

運休 １０月２６日　成田空港～吉祥寺駅　起点発12:00まで運休

羽田空港～大網・千葉市東南部エリア 運休 2019/10/26　6:30羽田行きは運休（千葉中央バスが代走）

成田空港交通

東京線（東京シャトル） 運休 東関東道・圏央道通行止めの為

10月9日 千葉県 千葉県トラック協会
発電機３１基
投光器１６基

南房総市 ４ｔ車×１台

【低気圧の接近に伴う大雨による被害状況等】

11 48 1 4

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

東京空港交通（株）
成田空港発着便　全便

10月9日 東京都 東京都トラック協会 ブルーシート　530枚 竹芝埠頭
（八丈町・三宅村・御蔵島村・利島村・神津島村）

４ｔ車×２台

10月9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（大島町） ４ｔ車×３台

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台
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・路線バス関係

事業者　 路線運休 事業者 一部運休

○海事関係（10月26日14：00現在）

（１）施設等の被害状況

①教育・訓練施設等

②　貨物船事業者

千葉交通（株） 成田営業所管内全線・八街市循環バス 運休

小湊鉄道（株） 塩田営業所・姉ヶ崎車庫・長南営業所管内全路線 運休

ジェイアールバス関東（株） 多古本線 運休

【台風第１９号による被害状況等】

鴨川日東バス（株）
市内線・立山線・長狭線・金谷線・
大学線・木更津線

運休

千葉中央バス（株） 全線 運休
１０月２６日　千葉営業所管轄：全線15:30以降順次
運行再開、大野台営業所管轄：あすみが丘A線、あ
すみが丘B線、あすみが丘東線15:00以降順次運行

再開

ちばグリーンバス（株） 全線 運休

日東交通（株）
君津マザー線・鹿野山線・姉ヶ崎桜台団
地線

運休

九十九里鉄道（株） 全線 運休 １０月２６日　通行止めない場合は通常運行

京浜急行バス（株） 横浜駅・羽田空港⇔君津バスターミナル・館山駅 運休 横浜駅17:45発以降、館山駅17:10発以降

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

成田空港交通
さくらの山線 運休

南部博物館線 運休

ちばフラワーバス

千葉線 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

八街ふれあい 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

白子線 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

さんむ成田線 運休 大雨により、道路の冠水、有料道路の通行止めによる

10 14 0 0

関東鉄道（株）

鹿島号（鹿島神宮駅東京駅） 運休 １０月２６日始発より運休

鹿島神宮～羽田空港 運休 1０月２６日始発より運休

土浦駅～成田空港 運休 １０月２６日迂回運行予定

東武バスセントラル（株）新越谷駅・草加駅・八潮駅～成田空港線 運休 １０月２６日は未定

東武バスウエスト（株）

大宮～成田空港線（ＯＮライナー） 運休 １０月２６日4:30発運休

ふじみ野駅～成田空港線 運休 １０月２６日6:45発運休

森林公園～成田空港線 運休 １０月２６日4:30、5:30発運休

東急バス（株）

二子玉川・渋谷～成田空港 一部運休 １０月２６日朝は運休

新百合ヶ丘・たまプラーザ～成田空港 一部運休 １０月２６日朝は運休。

中山・センター南～成田空港 一部運休 １０月２６日朝は運休。

二子玉川・渋谷～木更津・安房鴨川（鴨川シーワールド・亀田病院） 一部運休 通行止め解除され次第運行再開予定

京王電鉄バス（株）
調布・府中・西国分寺・稲城・若葉台〜成田空港線 運休 10月25日(金)13時以降に出発する便

南大沢・多摩センター・聖蹟桜ヶ丘〜成田空港 運休 10月25日(金)13時以降に出発する便

１０月１２日２２時頃、東京都城南島で油タンカーの係留索が切れたが、３時間後に係船場に復旧。(船体、人的被
害無し)

茨城県 水戸市 茨城海技学院
那珂川決壊により水没。被害の詳細、茨城運輸支局で調査中（事務所１階部
分浸水のため、コンピューター類破損。帳票類流失。教習艇は、水が上がって
きた段階で避難）

茨城県 ひたちなか市 茨城県立海洋高等学校 体育館壁面剥離。部室屋根材一部強風により落下。

所在地 教育・訓練施設等名 被害状況
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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

⑤　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

・運航状況

東京都公園協会 東京水辺ライン大回りルート 運行中
東京都公園協会 東京水辺ライン小回りルート 運行中

箱根観光船 箱根町～湖尻桃源台 運行中
伊豆箱根鉄道 箱根関所跡～湖尻 運行中

神新汽船 神津島～下田 運休
伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運休
伊豆諸島開発 父島～母島 運行中

東京湾フェリー 金谷～久里浜 運行中
東京都観光汽船 浅草～日の出 運行中
東京都観光汽船 日の出～お台場 運行中
東京都観光汽船 日の出～有明 運行中
ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運行中

東海汽船 神津島～熱海 運行中
東海汽船 東京～大島～神津島 運行中
東海汽船 熱海～大島 運行中

小笠原海運 東京～父島 運行中

【低気圧の接近に伴う大雨による被害状況等】

事業者名 航路名 運航状況 被害状況
商船三井フェリー 大洗～苫小牧 運休

東京都公園協会 東京水辺ライン小回りルート 運航再開

伊豆諸島開発 父島～母島 運航再開

東京都公園協会

東海汽船 東京～八丈島 運休
東海汽船 東京湾内周遊 納涼船期間終了

東京水辺ライン大回りルート 運航再開

神新汽船 神津島～下田 運航再開

伊豆諸島開発 八丈島～青ヶ島 運航再開

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

東京都観光汽船 日の出～有明 運航再開

ポートサービス 横浜駅東口～山下公園 運航再開

東京都観光汽船 浅草～日の出 運航再開

東京都観光汽船 日の出～お台場 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

東海汽船 東京～大島～神津島 運航再開

東海汽船 熱海～大島 運航再開

東海汽船 東京湾内周遊 納涼船期間終了
東海汽船 神津島～熱海 運航再開

商船三井フェリー 大洗～苫小牧 運航再開
東海汽船 東京～八丈島 運航再開

東扇島14-1地区 中古車の波による流動。（復旧済み）

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

横浜港 南本牧ふ頭 中古車の波による流動。（復旧済み）

川崎港 東扇島コンテナ埠頭 高波等による岸壁（桟橋）損傷。（損傷復旧時期は未定だが荷役は可能）

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

港湾名 発生場所 被害状況

千葉県 館山市 館山ドックサービス 電気系統等の被害発生。復旧済み。

所在地 事業者名 被害状況

神奈川県 横浜市 トモイ造船鉄工所 足場崩落発生。一部については、修復済み。

神奈川県 横須賀市 住友重機械マリンエンジニアリング 塗装工場の排気ダクト脱落等被害発生

所在地 事業者名 被害状況

神奈川県 横浜市 ＪＭＵ磯子 浮きドックの位置決め装置等に被害発生
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○物流関係（10月26日14：00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26日14：00現在）

・箱根町において土砂崩れ、浸水等により35施設被害あり。人的被害無し。

・台風第15号で被害のあった千葉県内の施設のうち、3施設において追加被害（屋根関係）あり。人的被害無し。

・長瀞町において水没による１宿泊施設被害あり。

川崎海 なし なし 可

　　　湘南 なし なし 可

山梨 なし なし 可

　　　川崎 なし なし 可

　　　相模 なし なし 可

　　　八王子
検査コース横の法面部分で土砂崩れが発生。
検査コース入口付近に土砂が流入。
二次災害の可能性があることから、安全確認がとれるまで、検査コースのみ閉鎖。

なし 可

神奈川 なし なし 可

　　　練馬 なし なし 可

なし なし 可

なし なし 可

なし なし 可

なし なし 可

なし なし 可

　　　多摩

　　　足立

東京

　　　袖ヶ浦

　　　習志野

千葉 なし なし 可

　　　野田 なし なし 可

　　　　春日部 なし なし 可

　　　所沢 なし なし 可

埼玉 なし なし 可

　　　熊谷 なし なし 可

　　　佐野 なし なし 可

群馬 なし なし 可

　　　鹿島 なし なし 可

栃木 なし なし 可

茨城 なし なし 可

　　　土浦 なし なし 可

東京都 外壁の一部破損１棟

○庁舎関係 （10月26日14：00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

・10月23日、関東１都７県の宿泊事業者等からの相談や要望に対応するため、特別相談窓口を関東運輸局観光部観光
企画課に設置。

都道府県 被　害　内　容

千葉県 屋根の一部損壊１棟　

都道府県 被　害　内　容

【台風第１９号による被害状況等】

【低気圧の接近に伴う大雨による被害状況等】

・千葉県茂原市において川の氾濫により１宿泊施設被害あり。人的被害なし。
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