
１．東北運輸局の体制  

10月11日 11:00 警戒体制【風水害】

10月12日 20:34 非常体制【風水害】

２．所管施設等の状況

○鉄道関係（10月13日 16:00現在）

■施設の被害等

■運行状況

災　害　情　報
令和元年10月13日16:00現在

東北運輸局

台風第１９号による被害状況等について（第２報）
※　これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

東北新幹線 (那須塩原)〜新青森 始発から運転休止（再開は未定）

(秋田新幹線) (那須塩原)〜秋田 12日 17:08 秋田駅～盛岡駅間は10:07に運転再開

(山形新幹線) (那須塩原)〜新庄 12日 15:30 始発から終日運転休止

（大津港）～いわき 13:00 始発から17時頃まで運転休止

いわき～富岡 15:00 始発から終日運転休止

浪江～仙台 14:31 始発から終日運転休止

（豊原）～小牛田 16:26

・久田野駅～泉崎駅間で土
砂流入が発生
・金谷川駅構内で土砂流入
が発生
・始発から終日運転休止

12日

小牛田～一ノ関 12日 16:23 始発から終日運転休止

一ノ関〜盛岡 12日 16:30

・北上駅～盛岡駅間：始発
から16時頃まで運転休止
・一ノ関駅～北上駅間：始
発から運転休止（再開は未
定）

岩切〜利府 12日 16:00 始発から終日運転休止

只見線

始発から終日運転休止

院内～横手 13日 始発 始発から終日運転休止

追分～東能代 13日 始発 13日 11:30

(府屋)〜酒田 12日 18:00 始発から17時頃まで運転休止

奥羽線

羽越線

福島〜院内 12日 16:28

喜多方～（新津） 12日 18:00 始発から終日運転休止

（坂町）〜今泉 12日 15:22 始発から終日運転休止

磐越西線

米坂線

会津若松〜会津川口 12日 14:58 始発から終日運転休止

只見〜（小出） 12日 16:09 始発から終日運転休止

郡山〜喜多方 12日 16:16 始発から終日運転休止

水郡線 （下野宮）～安積永盛（郡山） 12日 13:50
磐城浅川駅～里白石川駅
間、第２社川（やしろかわ）
の橋桁が流出

磐越東線 いわき〜郡山 12日 14:53 始発から終日運転休止

左沢線 北山形（山形）〜左沢 12日 15:53 始発から終日運転休止

陸羽西線 新庄〜余目 12日 15:05 始発から終日運転休止

仙石線 仙台〜石巻 12日 16:57 始発から終日運転休止

石巻線 小牛田〜女川 12日 14:57 始発から終日運転休止

仙山線 仙台〜山形 12日 16:33
・東北福祉大前駅構内で土
砂流入が発生
・始発から終日運転休止

陸羽東線 小牛田〜新庄 12日 15:58 始発から終日運転休止

北上線 北上〜横手 12日 11:51 始発から17時頃まで運転休止

気仙沼線 前谷地〜柳津 12日 13:52 始発から終日運転休止

大船渡線 一ノ関〜気仙沼 12日 12:07 始発から18時頃まで運転休止

・水郡線：磐城浅川駅～里白石川駅間、第２社川（やしろかわ）の橋桁が流出
・東北線：久田野駅～泉崎駅間で土砂流入が発生。金谷川駅構内で土砂流入が発生。
・八戸線：陸中中野駅構内で路盤流出が発生
・仙山線：東北福祉大前駅構内で土砂流入が発生
・会津鉄道（会津線）：51k付近で土砂流入が発生。弥五島駅～会津下郷駅間で倒木が発生。
・阿武隈急行（阿武隈急行線）：梁川駅～あぶくま駅間で土砂流入、のり面崩壊が発生

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開 13日の運転計画等

ＪＲ東日本

12日 16:45

常磐線 12日

東北線
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○自動車関係（10月13日 16:00現在）

■バス関係

【高速バス関係】

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

弘南バス株式会社

五所川原・弘前⇔浜松町・品川・横浜 運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔上野（スカイ号） 運休 １０／１２、１３出発便

弘前⇔仙台 運休 １０／１３出発便

仙台→青森・羽黒平・牡丹平 運休 １０／１３出発便

青森⇔新宿・東京 運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔上野（パンダ号） 運休 １０／１２出発便

五所川原・弘前⇔東京・新宿 運休 １０／１２出発便

大船渡⇔仙台 運休

弘前⇔盛岡（ヨーデル号） 運休 １０／１３出発便

青森⇔盛岡（あすなろ号） 運休 １０／１３出発便

十和田観光電鉄株式会社

東京⇔七戸十和田 運休
東京10/12 21:30発
七戸十和田10/12 20:10発

八戸⇔仙台 運休
仙台10/12,13 17:00発
八戸10/13 8:40発

青森⇔仙台 運休 青森10/13 7:10発  仙台10/13 14:50発

１０／１３出発便

盛岡⇔仙台（アーバン号） 運休 １０／１３出発便

岩手県交通株式会社

盛岡⇔東京 運休 １０／１２出発便

花巻⇔池袋 運休 １０／１２出発便

釜石⇔池袋 運休 １０／１２出発便

山田⇔池袋 運休 １０／１２出発便

盛岡⇔東京 運休 盛岡10/13 23:10発　東京10/13 23:10発

山田⇔池袋 運休 １０／１３出発便

釜石⇔仙台 運休 １０／１３出発便

釜石線 花巻〜釜石 12日 12:31

・花巻駅～遠野駅間：始発
から17時頃まで運転休止
・遠野駅～釜石駅間：始発
から運転休止（再開は未
定）

男鹿線 追分～男鹿 13日 始発 始発から15時頃まで運転休止

八戸線 八戸〜久慈 12日 14:43
・陸中中野駅構内で路盤流
出が発生
・始発から終日運転休止

山田線 盛岡〜宮古 12日 11:33

・盛岡駅～上米内駅間：始
発から18時頃まで運転休止
・上米内駅～宮古駅間：始
発から運転休止（再開は未
定）

花輪線 好摩（盛岡）〜大館 12日 13:30 始発から終日運転休止

会津鉄道 会津線 会津高原尾瀬口～西若松 12日 17:45 13日 13:28
・51k付近で土砂流入が発生
・弥五島駅～会津下郷駅間
で倒木が発生

福島交通 飯坂線 福島～飯坂温泉 12日 18:23 13日 始発

大湊線 野辺地〜大湊 12日 12:39 始発から終日運転休止

会津鬼怒川線 （男鹿高原）～会津高原尾瀬口 12日 13:04 始発から運転休止（再開は未定）

仙台空港鉄道 仙台空港線 名取～仙台空港 12日 15:00 13日 16:00

三陸鉄道 リアス線 盛～久慈 12日 16:49 始発から終日運転休止

山形鉄道 フラワー長井線 荒砥～赤湯 12日 16:40 始発から終日運転休止

阿武隈急行 阿武隈急行線 福島～槻木 12日 17:10

・福島駅～梁川駅間は13日は
運転休止（14日始発から運転
再開予定）
・梁川駅～あぶくま駅間で土砂
流入、のり面崩壊が発生。あぶ
くま駅～槻木駅間は調査中で
あり、槻木駅間は当面の間運
転を見合わせる

18:30 始発から17時頃まで運転休止

青い森鉄道 青い森鉄道線 目時～青森 12日 18:50

・目時駅～八戸駅間：始発
から20時頃まで運転休止
・八戸駅～青森駅間：始発
から17時頃まで運転休止

由利高原鉄道 鳥海山ろく線 羽後本荘～矢島 13日 始発 13日 13:54

秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 角館～鷹巣 13日 始発 13日 7:53

野岩鉄道

アイジーアールいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 盛岡～目時 12日
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盛岡⇔弘前（ヨーデル号） 運休 １０／１３出発便

花巻⇔仙台（けんじライナー） 運休 １０／１３出発便

江刺⇔仙台 運休 １０／１３出発便

岩手県北自動車株式会社

三沢・八戸・盛岡⇔新宿・ディズニーシー・川崎 運休 １０／１２出発便

青森・弘前⇔新宿・ディズニーシー 運休 １０／１２出発便

山田・宮古・盛岡→浜松町・品川・横浜 運休 １０／１２出発便

久慈・盛岡⇔東京 運休 １０／１２出発便

盛岡⇔仙台 運休

盛岡10/12 15:40以降　仙台10/12

17:40以降

10/13出発便

久慈→盛岡 運休 久慈10/13  7:15発

盛岡⇔宮古・山田 運休

運休 大阪10/11 19:20発

仙台⇔大阪 運休 仙台10/12 19:40発大阪10/12 19:20発

仙台⇔名古屋 運休 仙台10/12 21:30発　名古屋10/12 21:30発

仙台→金沢 運休 仙台10/12 21:40発

石巻・仙台⇔バスタ新宿・渋谷 運休
石巻10/12 7:00発　新宿10/12 　23:30発　仙
台10/12  23:59発  石巻10/13 7:00発

仙台⇔水戸 運休

盛岡10/13始発から13:15  宮古10/13始発から12:05

八戸⇔仙台 運休 八戸10/13　7:40、8:40発 仙台10/13　8:30、17:00発

盛岡⇔弘前（ヨーデル号） 運休 １０／１３出発便

盛岡⇔青森（あすなろ号） 運休 １０／１３出発便

仙台⇔釜石 運休 仙台10/13 16:40発　釜石10/13 　7:00発

弘前⇔仙台 運休
10/12弘前 16:00、18:00発
10/13　仙台発２便　弘前発２便

仙台→秋田 運休
仙台10/12 19:00発
10/13　仙台発２便　秋田発２便

１０／１２出発便

仙台⇔水戸 運休 仙台10/13 7:35発　内原駅10/13 　5:19発

仙台⇔青森 運休
仙台10/12 17:20発
仙台10/13 7:50発 14:50発　青森7:10

仙台⇔大船渡 運休
10/13仙台 7:10、13:20、17:40発  大船
渡10/13 　6:32、8:32、15:25発

仙台⇔山形 運休
10/12仙台18:30
仙台発　10/13始発便から
福島発　10/13始発便から

仙台⇔上山 運休

10/12仙台 17:55以降、上山 16:45以
降
仙台発　10/13始発便から
上山発　10/13始発便から

鶴岡・酒田→仙台 運休
酒田10/12 18:00
10/13　仙台発４便　酒田発６便

仙台⇔郡山 運休

仙台10/12 14:55、15:45、18:05、
18:45、19:25、20:05発　郡山10/12
15:10、15:30、17:10、18:10、19:00発
仙台発　10/13始発便から
郡山発　10/13始発便から

仙台⇔福島 運休

仙台10/12 15:30以降１２便　福島
10/12　15:20以降８便
仙台発　10/13始発便から
福島発　10/13始発便から

仙台⇔盛岡 運休

仙台10/12 18:00以降４便　盛岡10/12
15:30以降３便
仙台発10/13 11:00まで
盛岡発10/13 8:40まで

仙台⇔山形 運休
仙台発　10/13始発便から
福島発　10/13始発便から

仙台⇔本荘 運休 10/13　仙台発２便　本荘発２便

株式会社ミヤコーバス

仙台⇔石巻 運休
仙台10/12 15:57発から　石巻10/12
16:02発から
10/13　仙台発８便　石巻発１２便

仙台→気仙沼 運休
仙台10/12 16:40、18:15発
10/13　仙台発１便　気仙沼発３便

仙台⇔大衡 運休
仙台10/12 19:05、20:10発　大衡
10/12 18:05発
10/13　仙台発３便　大衡発４便

仙台→蔵王町 運休
仙台10/12 18:32 19:52発
10/13　仙台発３便　蔵王町発５便

仙台⇔佐沼 運休
仙台10/12 14:10発から　佐沼10/12  13:30
発から
10/13　仙台発８便　佐沼発８便

仙台→加美 運休

宮城交通株式会社

成田→仙台 運休 成田10/11,12 22:15発

松島→成田 運休 松島10/12,13 21:50発

大阪→仙台

仙台10/12 18:30発
10/13　仙台発1便　加美発2便

仙台⇔古川 運休 10/13　仙台発２便　古川発５便

仙台⇔鳴子 運休 10/13　仙台発１便　鳴子発１便

青森⇔東京 運休 TDL10/12 21:10発 青森駅10/12 21:00発

秋田⇔東京 運休 TDL10/12 20:55発 秋田10/12 21:10発

盛岡⇔東京 運休

渋谷駅10/12 22:20発
TDL10/12 22:40発
盛岡駅10/12 22:30発・23:10発
10/13　盛岡発１便　東京発１便
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JRバス東北株式会社

山形⇔東京 運休
TDL10/12 22:45発
東京駅10/12 23:40発
山形駅10/12 23:00発・23:20発

古川・仙台⇔首都圏 運休
10/12 19便
10/13　仙台発３便　東京発４便

仙台⇔TDL・成田空港

仙台⇔新潟 運休
万代シティBC10/12 12:30発・23:40発
仙台駅10/12 23:45発
10/13　仙台発６便　新潟発18:30まで

仙台⇔富岡・広野・いわき 運休
10/12 出発便
10/13 出発便

仙台⇔米沢 運休
10/13　仙台発４便　米沢発５
便

運休
成田空港10/11 21:45発
             10/12 21:45発
仙台駅10/12 23:55発

福島⇔新宿 運休

ﾊﾞｽﾀ新宿10/12 11:10発以降10便
福島駅10/12 10:05発以降3便
郡山駅10/12 5:50発以降6便
10/13　福島発１０便　東京発１０
便

福島⇔東京 運休
TDL10/12 23:00発
東京駅10/12 23:59発
福島駅10/12 22:50発

仙台⇔富山・金沢 運休 仙台駅10/12 22:30発 金沢駅10/12 22:40発

福島⇔仙台 運休 10/13　始発から運転見合せ

盛岡⇔仙台 運休
10/13　仙台発１３便　盛岡発
10:40までと12:40

仙台⇔水沢・江刺 運休
10/13　仙台発１便　江刺発１
便

仙台⇔会津若松 運休
10/13　仙台発２便　会津若松
発16::00まで

仙台⇔弘前 運休
10/13　仙台発２便　弘前発２
便

仙台⇔大曲・湯沢 運休 10/13　全便

東北急行バス株式会社 仙台⇔東京 運休 １０／１２ 10:30以降出発便

東日本急行株式会社

仙台⇔平泉 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔とよま 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔一迫 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔一関 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔金成 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔登米市役所 運休 １０／１２ 13:15以降出発便

仙台⇔盛岡

羽後交通株式会社

田沢湖⇔横浜 運休 １０／１２出発便

本荘⇔東京 運休 １０／１２出発便

湯沢→仙台 運休 湯沢10/12 17:00発

運休 １０／１２ 13:15以降出発便

秋北バス株式会社
能代⇔池袋 運休 能代10/12 20:20発　池袋10/12 　22:00発

大館⇔仙台 運休 大館10/13 6:00、10:00発　仙台10/13 　12:55、16:55発

秋田中央交通株式会社
秋田⇔東京 運休 １０／１２出発便

秋田⇔仙台 運休 １０／１２、１３出発便

山交バス株式会社

山形⇔京都・大阪
運休 山形 19:40発　10/12

大阪 21:30発  10/11・12運休

新庄・山形⇔東京
運休 新庄 21:30発  10/12・13

東京 22:30発　10/12・13運休

米沢⇔仙台 運休 米沢10/12 16:53発　仙台10/12 　18:00、20:00発
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庄内交通株式会社

酒田・鶴岡⇔京都・大阪・USJ 通常運行
10/11 大阪発便　10/12 酒
田発便
10/13 通常運行

酒田・鶴岡⇔大宮・池袋・渋谷 通常運行
10/12 酒田発着　渋谷発便
10/13 通常運行

酒田・鶴岡⇔上野・秋葉原・東京・新宿 通常運行
10/12 酒田発着　新宿発便
10/13 通常運行

酒田・鶴岡⇔東京・TDL 運休 10/12 酒田発便　ＴＤＬ発便

酒田・鶴岡⇔東京・TDL 運休 10/13 酒田発便

本荘・酒田・鶴岡⇔仙台 運休 10/13　酒田・本荘発１２便　仙台発１３便

福島交通株式会社

福島・郡山⇔成田空港 運休 成田空港10/12 10:00発　福島10/13 　0:50発

福島・郡山⇔京都・大阪 運休 １０／１２出発便

福島・郡山⇔新宿 運休 10/12　10/13　出発便

福島・郡山・宇都宮⇔名古屋 運休 １０／１２出発便

郡山⇔新越谷 運休 10/12　10/13　全便

福島⇔いわき 運休
10/12 5:55発以降全便
10/13　運転見合わせ中

福島⇔会津若松 運休
10/12 福島18:47
         若松18:40 18:23
10/13　運転見合わせ中

郡山⇔いわき 運休

須賀川・郡山⇔仙台 運休

郡山駅前10/12 15:10発以降　仙台駅
前10/12 14:55発以降
郡山駅前10/13  14便
仙台駅前10/13　14便

福島⇔郡山 運休 10/13 全便

福島⇔仙台 運休
福島10/12　15:20以降　仙台10/12
15:30以降
10/13　運転見合わせ中

10/12 6:30発以降の17便

郡山⇔新潟 運休 10/13　全便

いわき⇔郡山⇔会津若松 運休
10/12 5:35発以降の13便
10/13全便

会津若松→郡山 運休 会津若松10/12 18:50 19:40 20:50

会津乗合自動車株式会社

若松⇔郡山⇔いわき・小名浜 運休

10/12 5:35発以降の8便
10/13 全便
10/13　若松発１２便　いわき・
小名浜発１２便
郡山⇔いわき・小名浜は終日

郡山⇔いわき・小名浜 運休
10/12　 6:30発以降の24便
          （区間運休含む）
10/13　 6:30発以降の6便

喜多方・若松・猪苗代⇔新宿・東京 運休

10/12
若松8::30発以降の11便
東京7:10発以降の15便
10/13
全便

裏磐梯・猪苗代⇔東京・羽田空港 運休
10/12 裏磐梯13:15発
10/13 全便

仙台⇔若松 運休

会津若松10/12  18:30発
仙台10/12 14:20、17:50、18:50
発
10/13 　若松発16:00まで　仙
台発13:00までと15:40

若松⇔いわき 運休
若松発10/12 11:00以降　い
わき発10/12  12:00以降
 （区間運休含む）

若松⇔郡山 運休
若松10/12 17:30発以降の３便
郡山10/12  18:05発以降３便

郡山⇔喜多方 運休

郡山10/12  17:50発
喜多方10/13　7:20発　郡山
10/13  9:50発
10/13　喜多方発１便　郡山発
１便

会津若松⇔福島⇔仙台 運休

仙台空港10/12  16:57発
会津若松10/12  17:40、18:35
発
10/13  全便　若松発２便　仙台
空港発３便

新常磐交通交通株式会社

いわき⇔京都・大阪 運休
10/11 いわき着１便
10/12 いわき発着全便
10/13 いわき発１便

いわき⇔東京・新宿 運休
10/12 全便
10/13 いわき発28便
10/13 東京発20便

いわき⇔TDL 運休 10/12・13 全便

いわき⇔仙台 運休
10/12 全便
10/13 いわき発6便
10/13 仙台発6便
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・ １０月１２日 東北アクセス福島18時発南相馬行き(乗客１名)が、途中土砂崩れ箇所があり南相馬に翌朝6:20に到着。負傷者なし。

【路線バス関係】

路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

白神ライン直通バス（暗門白神号） 一部運休 10月12日（土）～14(月)折り返し運行

スカイラインシャトルバス 運休 10月12日（土）運休予定

七戸十和田奥入瀬シャトルバス 運休 10/12、13 全便

須川温泉線 通常運行 10/13午後便から運行再開

弘前バスターミナル－津軽峠線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

平泉げいび渓線

10/13 全便（運行する可能性有り）

運休 10/13 全便

平田ＮＴ線 通常運行 10/13午後便から運行再開

平泉循環バス 運休 10/13 全便

厳美渓平泉線 運休 10/13 全便

津軽峠－田代線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

アクアビレッジＡＭＯＮ－津軽峠線 運休 10月12日（土）～14日（月）運休予定

一戸・伊保内地区 通常運行
10/13 始発から10:00まで
10/13 10:00以降運行再開

中井線 通常運行 10/13午後便から運行再開

細浦経由高田線 通常運行 10/13午後便から運行再開

綾里外口線 通常運行 10/13午後便から運行再開

栗駒山紅葉号 運休 10/12、13 全便

株式会社ミヤコーバス

蔵王エコーライン線 運休 10/12 全便

中山平紅葉号 運休 10/12 13:10発以降全便

事業者名

弘南バス株式会社

十和田観光電鉄株式会社

岩手県交通株式会社

陸前高田住田線 通常運行 10/13午後便から運行再開

崎浜線 通常運行 10/13午後便から運行再開

丸森立根線 通常運行

10/12 13:00発以降の全便
10/13 いわき発6便
10/13 会津若松発3便
10/13 郡山発3便

東北アクセス株式会社

南相馬・双葉⇔東京 運休
10/12 17:00発以降の出発便
10/13 10:30発以降の出発便
10/14 10:30発以降の出発便

南相馬⇔仙台 運休 10/13 全便

南相馬⇔福島 運休 10/13 全便

いわき⇔福島 運休
10/12 13:00発以降の全便
10/13 いわき発2便
10/13 福島発2便

いわき⇔郡山・会津若松 運休

10/13午後便から運行再開

碁石線 通常運行 10/13午後便から運行再開

生出線 通常運行 10/13午後便から運行再開

大船渡一関線 通常運行 10/13午後便から運行再開

株式会社桜交通

宮城⇔東京 運休
10/12 7:30発以降の7便
10/13 7:40発以降の9便

福島⇔東京 運休
10/12 6:25発以降の15便
10/13 6:00発以降の16便

浪板線 通常運行 10/13午後便から運行再開

赤浜線 通常運行 10/13午後便から運行再開

釜石市内線 通常運行 10/13午後便から運行再開

ほたるヶ丘団地線 運休

中央線 運休 10/13 全便

盛岡釜石線 運休 10/13 6:45大槌町役場前発

岩手県北自動車株式会社

浄土ヶ浜線 一部運休 10/12 全便

宮古・山田・小本地区 運休 10/13 始発から13:00まで

岩手町の一部路線（大渡・一方井方面） 運休 10/13 全便

久慈海岸線、大野線 運休 10/13 全便
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■自動車道関係

■タクシー関係

・

■トラック

浸水車両４台

被害状況

（株）グリーンキャブ仙台支店

宅配事業者 内容

・集荷・配送停止中

・業務再開、配送遅延

・業務再開、配送遅延

浸水車両２台

浸水車両２台、車庫浸水

仙台空港10/12 19:15発　仙台駅前10/12 17:40発

十和田八甲田（定期観光） 運休 10月12日（土）運休予定

松島お散歩号（定期観光） 運休
仙台駅10/12 13:30発
仙台駅10/13 13:30発

エアポートリムジン（仙台空港⇔仙台駅前） 運休 仙台空港10/12 19:40発　仙台駅前10/12 18:20発

仙台エアポートライナー（仙台空港⇔仙台駅前） 運休

仙台バス株式会社

タケヤ交通株式会社

運休 10月12日（土）運休予定

臨時バス「奥岳シャトル」 運休

JRバス東北株式会社
盛岡⇔葛巻・久慈 運休

10/13　盛岡発３便　久慈発３
便

岩泉・龍泉洞前⇔盛岡 運休 10/13　龍泉洞前発２便

二戸⇔久慈 運休
10/13　二戸発３便　久慈発４
便

福島⇔川俣高校前 運休 10/13　午前中便まで

山交バス株式会社 山形駅前～蔵王刈田山頂線 運休 山形駅前10/12 9:30発　蔵王刈田山頂10/12 13:00発

錦秋の裏磐梯とふくしまの酒蔵　磐梯吾妻スカイライン（定期観光） 運休 10月12日（土）、13(日)運休予定

臨時バス「二本松菊人形線」

ヤマト運輸

佐川急便

・集荷・配送停止中

・集荷・配送停止中

・集荷・配送停止中

・集荷・配送停止中

・集荷・配送停止中

都道府県 地域

クラブ自動車（株）

とみたタクシー（株）

(株)ＡＫいわき

福島県 全域

福島県 全域

宮城県 全域

山形県 全域

青森県 全域

岩手県 全域

宮城県 全域

秋田県 全域

山形県 全域

岩木スカイライン １０月１２日　１１：３０から終日通行止め、１０月１３日　終日通行止め

蔵王ハイライン １０月１１日　１６：００から終日通行止め、１０月１３日　終日通行止め

路線名 被害状況

都道府県名

宮城

宮城

浸水車両１台 宮城

宮城タクシー（株）

福島交通株式会社

会津乗合自動車株式会社

10月12日（土）運休予定

尾瀬口船着場線 運休
10月12日13日船着場～尾瀬御池
間

田島⇔桧枝岐⇔尾瀬沼山峠泉 一部運休 田島～内川間のみ運行

宮城

浸水車両２台 宮城

停電中 福島

（有）須賀川交通 福島

（株）岩瀬タクシー 福島

（株）尼子タクシー 福島

浸水車両１台

浸水車両１台

浸水車両１台、車庫浸水

福島

福島

福島

浸水車両１台

浸水車両２台、車庫浸水

浸水車両１台

大和自動車交通（株）

（有）高砂タクシー

都道府県

青森県

宮城県

２５２５タクシー（株）

事業者名 運行再開の見通し運休状況 主たる原因

仙南タクシー（株）

・業務再開、配送遅延
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■自動車整備関係

・ 確認中

○海事関係（10月13日 16:00現在）

■運航状況

・

■港湾運送関係

・ 宮城県・福島県・岩手県　17事業者中 5者 施設被害無し、人的被害なし。

仙台港・小名浜港・釜石港のコンテナ関係被害なし。

■造船所関係

・ 宮城県・福島県・岩手県　23事業者中 8者 施設被害無し、人的被害なし。

■ボートレース場等

・ 宮城県・福島県・岩手県　4事業者中 4者 施設被害無し、人的被害なし。

■廃油処理施設

・ 11事業者中 4者 被害無し、引き続き確認中

○空港アクセスの状況（10月13日 16:00現在）

■仙台国際空港

・ 仙台空港アクセスバス（仙台駅～仙台空港）　終日、臨時便を増発

・ 仙台空港アクセス鉄道　16:00より運転を再開

・配送遅延

・配送遅延

・荷物の集配遅延または見合わせ

千葉県 全域

・配送見合わせ

・配送見合わせ

第一貨物

福島県 一部地域

茨城県 一部地域

栃木県

静岡県 一部地域

愛知県 一部地域

三重県 全域

大阪府 一部地域

東京都 全域

神奈川県 全域

山梨県

川崎近海汽船
 八戸～苫小牧 運休

宮古～室蘭 運休

事業者名 航路名 運航状況

 網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運休

シーパル女川汽船 女川～江島 運休

塩竈市 塩竈～朴島 運行再開

 酒田市  酒田～勝浦 運休

路線事業者 都道府県 地域

西濃運輸

青森県 全域

岩手県 全域

宮城県 全域

秋田県 全域

山形県 全域

福島県 全域

和歌山県 全域

シィライン 青森  青森～佐井 運休

・配送見合わせ

・配送見合わせ

被害状況

・配送遅延

・配送見合わせ又は遅延

・配送見合わせ又は遅延

・配送見合わせ又は遅延

・配送見合わせ

・配送遅延

・配送見合わせ又は遅延

・配送見合わせ又は遅延

・配送遅延

内容

・荷物の集配遅延または見合わせ

・荷物の集配遅延または見合わせ

・荷物の集配遅延または見合わせ

・荷物の集配遅延または見合わせ

・荷物の集配遅延または見合わせ

全域

岐阜県 一部地域

一部地域

群馬県 全域

埼玉県 一部地域
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○物流関係（10月13日 16:00現在）

■営業倉庫の被害状況

○宿泊施設関係（10月13日 16:00現在）

■政府登録ホテル・旅館

■その他観光関係の被害状況

・ 日本旅館協会東北支部連合会（政府登録ホテル・旅館以外）

福島県高湯温泉では源泉が止まっている状況。
その他、傘下会員の被害状況は確認中。

・ 日本ホテル協会東北支部（政府登録ホテル・旅館以外）

・ 日本旅行業協会東北支部

３．東北運輸局の対応状況

［職員の派遣］

・ 岩手県庁にリエゾンとして職員を１名派遣（10/11～）

・ 宮城県庁にリエゾンとして職員を１名派遣（10/11～）、10/12　17:00より2名体制

・ 福島県庁にリエゾンとして職員を１名派遣（10/11～）、10/12　11:00より2名体制

［訪日外国人観光客に対する情報提供の対応状況］

・日本旅館協会東北支部連合会、日本ホテル協会東北支部、日本旅行業協会東北支部、各県及び仙台市に対し、事前に周知依頼

・各県観光連盟等を通じ認定観光案内所へ災害対応アプリ等の活用周知依頼

・東北観光推進機構のホームページ、ＦａｃｅＢｏｏＫによる災害情報の発信依頼

施設の雨漏被害あり。
人的被害なし。

山形・東根市 青松館
強風により一部トタン剥がれ。
人的被害なし。

岩手・平泉町 平泉ホテル武蔵坊 大広間屋根及び非常階段屋根の一部剥離。人的被害なし。

山形・山形市

山形グランドホテル
施設の雨漏被害あり。
人的被害なし。

ホテルメトロポリタン山形
施設の雨漏被害あり。
人的被害なし。

蔵王国際ホテル
バックヤード浸水あり（現在は復旧）。
人的被害なし。

所在地域 施設名称 被害状況

岩手・釜石市 ホテルサンルート釜石 物的・人的被害なし（一時冠水したが、現在は引いた）。

都道府県 倉庫名

福島県 會津通運（株）郡山営業所

山形・鶴岡市 由良温泉　八乙女 駐車場の倒木。屋根瓦破損。

山形県白布温泉では一部施設で朝５時から断水。

現在、傘下会員の被害状況を確認中。

現在、ツアー旅客に関する被害は確認されていない。

福島・会津若松市 丸峰観光ホテル
施設の雨漏被害あり。
人的被害なし。

福島・いわき市
元禄彩雅　古滝屋

施設の雨漏被害あり。
宿泊客1名が体調不良につき病院に搬送されるも治療後施設
に戻り対応済、人的被害なし。

ホテル美里
施設の雨漏りあり。
人的被害なし。

所在地域 施設名称 被害状況

宮城・仙台市 鷹泉閣岩松旅館
露天風呂に水が入りこみ、現在復旧作業中。
人的被害なし。

福島・相馬市 相馬ステーションホテル
周辺地域断水中。
人的被害なし。

福島・二本松市 扇や
施設の雨漏被害あり。
人的被害なし。

山形・酒田市 ホテルリッチアンドガーデン酒田 ホテル最上階の看板一部破損。人的被害なし。

山形・天童市 ホテル王将

被　害　内　容

　人的被害はなし、  浸水被害あり（約1.5m程度）、車及び建物の被害（建物内
の物品や建物の機器類についても水没）
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