
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】

10月13日 9:30 第1回災害対策本部会議開催

10月15日 10:00 第2回災害対策本部会議開催

10月17日 10:00 第3回災害対策本部会議開催

10月24日 第4回災害対策本部会議開催

　　 　　　

２．所管施設等の状況

○鉄道関係（10月24日　16:00現在）

■運行状況

東北線

・須賀川駅～安積永盛駅間：路盤流出
１０月２９日運転再開予定

小牛田～一ノ関 12日 16:23 15日

岩切〜利府 12日 16:00 15日 始発

始発 瀬峰駅～梅ヶ沢駅間：土砂崩壊

一ノ関〜盛岡 12日 16:30 14日 始発

名取～仙台 12日 16:26 13日 16:00 仙台駅構内：電気転てつ機13台冠水

仙台～小牛田 12日 16:26 15日 始発 松山町駅構内：盛土流出

松川～藤田 12日 16:26 16日 始発 ・金谷川駅～南福島駅間：土砂崩壊

藤田～白石 12日 16:26 17日 始発 ・貝田駅～岩沼駅間：道床流出（多数）

白石～岩沼 12日 16:26 16日 始発
・船岡駅～槻木駅間：盛土流出
・岩沼駅構内：電気転てつ機26台冠水

岩沼～名取 12日 16:26 15日 始発

本宮～松川 12日 16:26

・本宮駅～杉田駅間：橋りょう盛土流出、
電化柱沈下
･本宮駅付近：線路冠水
・１０月２６日運転再開予定

12日 14:31 15日 始発

黒磯～新白河 12日 16:26 15日 始発 久田野駅～泉崎駅間：土砂流入

新白河～矢吹 12日 16:26 24日 始発

矢吹～安積永盛

始発

原ノ町～仙台

安積永盛～本宮 12日 16:26 18日 始発

12日 16:26

主な被害状況等

東北新幹線 (那須塩原)〜新青森 12日 16:45 13日 16:05

(秋田新幹線) (那須塩原)〜秋田 12日 17:08 13日 16:05

災　害　情　報
令和元年10月24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１３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。

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開

(山形新幹線) (那須塩原)〜新庄 12日 15:30 14日 11:46

常磐線

（大津港）～いわき 12日 13:00 14日 始発

いわき～富岡 12日 15:00 14日 始発

浪江～原ノ町 12日 14:31 14日

10:00
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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:土砂流入
・弥五島駅～会津下郷駅間:倒木

福島交通 飯坂線 福島～飯坂温泉 12日 18:23 13日 始発

山形鉄道 フラワー長井線
荒砥～長井 12日 16:40 14日 始発

長井～赤湯 12日 16:40 15日 始発

福島～梁川 12日 17:10 15日 11:52

八戸線

八戸〜階上 12日 14:43 14日 7:54

階上〜久慈 12日 14:43
・陸中中野駅構内：路盤流出
・運転再開まで2ヶ月程度要する見込み

大湊線 野辺地〜大湊 12日 12:39 14日 始発

野岩鉄道 会津鬼怒川線 （男鹿高原）～会津高原尾瀬口 12日 13:04 13日 15:14

山田線
盛岡〜上米内 12日 11:33 13日 18:20

上米内〜宮古 12日 11:33 14日 13:51

花輪線 好摩（盛岡）〜大館 12日 13:30 14日 10:53

男鹿線 追分～男鹿 13日 始発 14日 始発

大船渡線 一ノ関〜気仙沼 12日 12:07 13日 18:20

北上線 北上〜横手 12日 11:51 13日 18:30

釜石線
花巻〜遠野 12日 12:31 13日 20:30

遠野〜釜石 12日 12:31 14日 15:43

石巻線 小牛田〜女川 12日 14:57 15日 始発

気仙沼線 小牛田〜柳津 12日 13:52 15日 始発

磐越東線

郡山～小野新町 12日 14:53
・郡山駅～舞木駅間：橋りょう盛土流出
・１１月上旬運転再開予定
※10月25日より代行バス運行予定

小野新町～いわき 12日 14:53
・川前駅～江田駅間：土砂流入
・赤井駅～いわき駅間：道床流失
・１１月中旬運転再開予定

仙山線 仙台〜山形 12日 16:33 15日 始発

・北山駅～東北福祉大前駅間：土砂流入
・国見駅～葛岡駅間：土砂流入
・葛岡駅～陸前落合駅間：土砂流入、架
線切断、ガイシ破損

陸羽東線 小牛田〜新庄 12日 15:58 15日 始発

仙石線

あおば通～多賀城 12日 16:57 13日 17:00

多賀城～東塩釜 12日 16:57 14日 始発

東塩釜〜石巻 12日 16:57 15日 始発

左沢線 北山形（山形）〜左沢 12日 15:53 15日 始発

陸羽西線 新庄〜余目 12日 15:05 15日 始発

水郡線 （下野宮）～安積永盛（郡山） 12日 13:50

・磐城浅川駅～里白石駅間：第一社川
（やしろかわ）橋りょう盛土・道床流出、第
二社川橋りょう盛土・道床流出
・11月1日運転再開予定
※10月21日より代行バス運行中

磐越西線
郡山〜会津若松 12日 16:16 15日 13:26

会津若松～（豊実） 12日 18:00 15日 始発

米坂線
（坂町）〜小国 12日 15:22 14日 7:29

小国〜米沢 12日 15:22 15日 始発

始発 13日 11:30

羽越線 (府屋)〜酒田 12日 18:00 13日 15:29

只見線
会津若松〜会津川口 12日 14:58 16日 始発

只見〜（大白川） 12日 14:58 15日 15:40

追分～東能代 13日

奥羽線

福島～米沢 12日 16:28 14日 11:46
・庭坂駅～赤岩駅間：土砂崩壊
・板谷駅～峠駅間：ガイシ破損

米沢〜院内 12日 16:28 14日 始発

院内～横手 13日 始発 14日 始発

ＪＲ東日本
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青い森鉄道 青い森鉄道線 目時～青森 12日 18:50 14日 始発 狩場沢駅～清水川駅間：路盤陥没

【ＪＲ貨物】
・北海道、青森エリアは日本海側のルートを使用し中部、関西エリアへ迂回相互輸送を15日から実施。
・東北エリアと北関東エリアはコンテナ用トラックを使用し、仙台貨物ターミナル～宇都宮貨物ターミナル間で17日から
相互輸送を実施。
・郡山貨物ターミナル～越谷貨物ターミナル間で23日から相互輸送を実施。

宮古～田老 12日 16:49 15日

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 18:30 13日

羽後本荘～矢島 13日 始発 13日

秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 角館～鷹巣 13日 始発 13日

17:24

田老～久慈 12日 16:49

・佐羽根駅～田老駅間：土砂流入
・田老駅～摂待駅間：土砂流入
・田野畑駅～普代駅間：土砂崩壊
・普代駅～白井海岸駅間：路盤沈下
・堀内駅～野田玉川駅間：道床流出
・十府ヶ浦海岸駅～陸中野田駅間：トンネル
内漏水
・陸中野田駅～陸中宇部駅間：路盤沈下
・陸中宇部駅～久慈駅間：土砂崩壊、盛土崩
壊
※10/15より代行バス運行中

由利高原鉄道 鳥海山ろく線 13:54

7:53

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～釜石 12日 16:49 14日 始発
・三陸駅～吉浜駅間：倒木
・唐丹駅～平田駅間：線路冠水

釜石～宮古 12日

始発

16:49

・釜石駅～両石駅間：路盤流出、土砂流入
・両石駅～鵜住居駅間：道床流出
・大槌駅～吉里吉里駅間：路盤流出、土砂流
入
・浪板海岸駅～岩手船越駅間：土砂崩壊
・岩手船越駅構内：土砂崩壊
・岩手船越駅～折笠駅間：道床・盛土流出、
土砂崩壊
・陸中山田駅～豊間根駅間：橋脚露出、道床
流出
・豊間根駅～払川駅間：路盤流出、土砂流入
・払川駅～津軽石駅間：路盤流出、道床流出
・津軽石駅～八木沢宮古短大駅間：道床流
出、土砂流入
・八木沢宮古短大駅～磯鶏駅間：道床流出
・磯鶏駅～宮古駅間：土砂流入
※10/15より代行バス運行中

梁川～富野 12日 17:10 23日 始発

富野～槻木 12日 17:10

・富野駅構内：発動発電機水没
・富野駅～兜駅間：土砂流入、コンクリート擁
壁崩壊、架線切断
・兜駅～あぶくま駅間：土砂流入、道床流出
・あぶくま駅構内：土砂流入
・あぶくま駅～丸森駅間：道床流出、土砂流
入、土留壁洗掘、倒木、落石、架線切断、ガ
イシ破損、信号・電柱傾斜　等
・角田駅～横倉駅間：路盤陥没
・横倉駅～岡駅間：橋脚洗掘
・岡駅～東船岡駅間：土砂崩壊、倒木
・運転再開は未定
※丸森～槻木間は10月21日より代行バス運
行中

阿武隈急行 阿武隈急行線
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○自動車関係（10月24日　16:00現在）

■バス関係
施設被害状況：「福島交通」郡山支社が浸水被害（１階の１８０㎝まで）のため運行休止

１５日 　支社の車庫敷地に泥が残っているため重機による撤去作業を行っているところ。
　水没車両９２台については順次修理を進めている状況。他営業所から予備車両を配置出来るよう手配中。
　郡山市からの要請に基づき、主要停留所を回る臨時経路の策定を市と調整中。
　なお、高速バス路線については、新潟線、新越谷線など運行できるものから再開をしている。

16日   郡山支社管内の郡山・須賀川（並木町）線、旧国道経由須賀川・六軒線、清陵情報高校線は運行再開
17日    郡山支社管内、以下の１７系統について運行再開

１８日 　郡山支社管内の福島空港リムジンバスが運行再開
１９日

【高速バス関係】

■タクシー関係

・ 岩手県：4事業者9台車両浸水、3事業者施設浸水

・ 宮城県：20事業者135台車両浸水、6事業者施設浸水

・ 福島県：18事業者17台車両浸水、11事業者施設浸水

【路線バス関係】

市役所経由大槻／市役所経由大槻・尚志高校／コスモス循環池ノ台まわり／コスモス循環西ノ内まわり／さ
くら循環虎丸まわり／さくら循環山根まわり／新さくら通り経由希望ヶ丘・うねめ団地／麓山経由大槻／麓山
経由大槻・尚志高校／栄町経由柴宮団地／南東北病院経由フェスタ／南東北医療クリニック経由フェスタ／

　郡山支社管内、以下の４系統について運行再開
　美術館経由東部ニュータウン、美術館経由東部タウンまわり、小野、柳橋

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等）

福島交通株式会社

福島⇔郡山 運休

いわき⇔郡山⇔若松 一部運休
若松→いわき便
いわき→若松便

須賀川・郡山⇔仙台 一部運休 上り・下り各３便

備考（運行休止区間等）

岩手
岩手県沿岸北部 宮古～田の浜方面 一部運休宮古駅～船越駅前～八幡下間で折り返し運行
岩手県沿岸北部 浄土ヶ浜線 一部運休 宮古駅前～ビジターセンター間で折り返し運行

事業者名
岩手県北自動車

株式会社

都道府県 地域 路線（方面）名 被害状況

薄木（停）で折り返し運行

宮城 宮城県西部 新田線 一部運休くりこま高原～新田公民館区間運休

福島

福島県中通り 郡山支社管内 一部運休
郡山駅前発着及び西ノ内・安積線につい
ては、一部路線を終日運休

福島県中通り 上姥堂経由高湯温泉 一部運休 高湯（停）で折返し

福島県中通り 白河の関線

株式会社
ミヤコーバス

福島県中通り 玉野学校線 一部運休 表西山（停）～粟津入口（停）、滝平（停）～落合橋（停）を休止し、迂回運行

福島
福島県浜通り 永井入口～差塩仲町 一部運休 差塩～差塩仲町間は道路通行止め
福島県浜通り 川内（ゆふね）～小野～上三坂 運休 土砂崩れによる通行止め

福島
福島県会津 尾瀬口船着場～尾瀬沼山峠線 運休
福島県会津 北会津・新鶴線 一部運休 銀山橋の倒壊のため

一部運休 合戦坂入口を休止

福島交通
株式会社

新常磐交通
株式会社
会津乗合
自動車

福島県中通り 小野・石川線 一部運休 北田（停）を休止
福島県中通り 橲原・鹿島小学校線 一部運休 原畑（停）で折り返し運行

福島県中通り 母畑経由石川線 一部運休 上野中町（停）～欠の下（停）を休止し、迂回運行

福島県中通り 仁田線 一部運休
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■トラック関係

・29事業者で営業所、車両等の浸水被害

・宅配事業者　４事業者東日本を中心に集配遅延等

・路線事業者　３事業者 １０都県において集配遅延または見合わせ

 ・支援物資輸送（プッシュ型）

・自治体と都県トラック協会との輸送協定に基づき物資輸送を実施 

事業者名 都道府県 地域 内容

日本通運
岩手県 一部地域 ・荷物の集配遅延

宮城県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

西濃運輸
宮城県 一部地域

事業者名 都道府県 地域 内容

日本郵便

岩手県 一部地域 ・窓口業務休止

宮城県 一部地域
・窓口業務休止、荷物の集配遅延または全国からのゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールの引受
停止

福島県 一部地域
・窓口業務休止、荷物の集配遅延または全国からのゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールの引受
停止

宮城県 一部地域 ・荷物の配達遅延

福山通運
宮城県 一部地域 ・荷物の集配見合わせ

東北 一部地域 ・荷物の集配遅延

ヤマト運輸
福島県 一部地域 ・荷物の配達遅延、窓口業務休止

・荷物の集配遅延または見合わせ

福島県 一部地域 ・荷物の集配遅延または見合わせ

第一貨物
岩手県 一部地域 ・荷物の集配見合わせ

宮城県 一部地域 ・荷物の集配見合わせ

輸送日 輸送品目 輸送先 台数

10月18日 アルファ化米5,000食 陸上自衛隊郡山駐屯地 確認中

10月18日 カップ麺5,004食 陸上自衛隊郡山駐屯地 4t車1台

10月18日 パックご飯5,004食 陸上自衛隊郡山駐屯地 確認中

10月18日 給水袋85箱 陸上自衛隊郡山駐屯地 4t車1台

10月19日 缶詰5,040食 陸上自衛隊郡山駐屯地 7t車1台

10月21日 カップ麺1,008食 株式会社Ｐライン 4t車1台

10月21日 パックご飯1,008食 株式会社Ｐライン 1t車1台

10月22日 缶詰1,008個 株式会社Ｐライン 4t車1台

輸送日 要請元 要請先 輸送品目 輸送先 台数

10月12日 海南市 和歌山県トラック協会 2リットルの水４９０箱 相馬市役所 ４t車×２台

10月21日 給水袋144箱 陸上自衛隊郡山駐屯地 4t車1台
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・ ＪＲ貨物　東北本線不通に伴う鉄道コンテナトラック代行輸送　《再掲》

10月17日より　仙台貨物ターミナル駅－宇都宮貨物ターミナル駅間のトラック代行輸送を開始

10月23日より　郡山貨物ターミナル駅－越谷貨物ターミナル駅間のトラック代行輸送を開始

■自動車検査場

・ 管内全支局・事務所、被害なし

・ 岩手県、宮城県及び福島県に使用の本拠を有する自動車について、自動車検査証の有効期間伸長を実施（10/15 プレス発表）

■　自動車検査登録関係等

■整備工場
東北、北陸信越、関東、中部、四国運輸局管内の整備工場にて、検査場等の浸水等被害

■自動車整備関係（10月24日　16:00現在）

・ 整備工場関係

屋内作業場水没等の被害あり

岩手県：25事業場中19事業場 復旧済み、宮城県：121事業場 復旧時期未定、福島県86事業場中3事業場 復旧済み

○海事関係（10月24日　16:00現在）

■運航状況

・

運航中

宮古～室蘭 運航中

シィライン 青森  青森～佐井 運航中

 酒田市  酒田～勝浦 運航中

 網地島ライン 石巻～田代島～網地島 運航中

シーパル女川汽船 女川～江島 運航中

塩竈市 塩竈～朴島 運航中

事業者名 航路名 運航状況 被害状況

川崎近海汽船
 八戸～苫小牧

10月13日 宮城県 宮城県トラック協会 毛布500枚 丸森町消防団丸森分団 ４ｔ車×１台

10月13日 岩手県 岩手県トラック協会 毛布300枚 久慈市防災センター ４t車×１台

４t車×１台

10月17日 秋田市 秋田県トラック協会
飲料水（500mℓ）49,200

本
いわきグリーンベース １０t車×３台

10月15日 静岡市 静岡県トラック協会 飲料水6,000本 相馬市防災備蓄倉庫 ６t車×１台

10月15日 西条市 愛媛県トラック協会
飲料水2,400本

アルファ米8,000食
相馬市防災備蓄倉庫 10t車×１台

宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県
の一部の地域に使用の本拠の位置を有する車両について、自動車検査証の有効期間を１０月２９日まで伸長した。

10月18日 鳥取市 鳥取県トラック協会
飲料水500ミリ 10,000本

ビスケット 2，000食
郡山市役所 １０t車×１台

10月18日 宮城県 宮城県トラック協会

10月17日 新潟市 新潟県トラック協会

飲料水1,890本（2㍑）

いわきグリーンベース １０t車×１台飲料水6,000本（500ml）

飲料水1,920本（550ml）

飲料水（5,000ℓ） 南相馬市 詳細確認中

10月16日 宮城県

毛布200枚 角田市役所 ２ｔ車×１台

10月17日 山形県 山形県トラック協会

10月18日 新潟市 新潟県トラック協会 飲料水6,000本（2㍑） いわきグリーンベース １０t車×１台

宮城県トラック協会 毛布400枚 大崎市旧鹿島台第二小学校
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■港湾運送関係

・ 岩手県・宮城県・福島県　14事業者　すべて施設被害なし、人的被害なし。

■造船所関係

・ 岩手県・宮城県・福島県　23事業者 すべて 施設被害なし、人的被害なし。

■ボートレース場等

・ 岩手県・宮城県・福島県　4事業者　すべて 施設被害なし、人的被害なし。

■廃油処理施設

・ 11事業者　すべて被害なし。

■水先人関係

・ 管内6事業者　すべて施設被害なし、人的被害なし。

■船舶職員養成施設関係

・ 宮城県 2事業者　施設被害なし、人的被害なし。

■船舶による入浴支援

・ 小名浜港大剣埠頭において、独）海技教育機構練習船「青雲丸」による入浴支援を実施（10/18～10/20）

○空港アクセスの状況（10月24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）　通常運行

・ 仙台空港アクセス鉄道　平常運転

○物流関係（10月24日　16:00現在）

■営業倉庫の被害状況

・ 宮城県内営業倉庫で浸水の被害9棟、屋根等からの雨漏れ1棟、シャッターの破損3棟。

・ 福島県内営業倉庫で浸水の被害6棟、冷凍冷蔵コンプレッサー水没2棟

■支援物資輸送

・ 10月13日、政府がプッシュ型支援物資輸送の実施を決定。管内では宮城県と福島県で実施。各県及び内閣府で詳細を調整中。

・ 【宮城県】丸森町には、10月14日に一部の物資が役場に到着しており、以降順次配送。

　　　　 　　物資調達は基本的に県が行い、県で対応出来ない場合に内閣府が対応。

・ 【福島県】受入先を郡山市といわき市の民間物資拠点とし、10月20日から受入開始。

○観光関係（10月24日　16:00現在）

■ホテル・旅館

・ 岩手県：4軒で屋根破損、雨漏り等被害を確認、人的被害なく、いずれも営業中。

・ 宮城県：6軒で浸水・雨漏り等被害を確認、人的被害なく、いずれも営業中。

・ 山形県：8軒で屋根破損・雨漏り等被害を確認、人的被害なく、いずれも営業中。

・ 福島県：7軒で屋根破損・雨漏り等の被害を確認、人的被害なく、6軒は営業中。

■観光関係の被害状況

・ 山形県及び福島県の一部の温泉施設で建物、断水等の被害を確認、10/15復旧済み。

■その他の取組

・ 岩手県、宮城県、福島県を対象とした災害時のボランティアツアー実施に係る適用の通知発出（10月18日）

・ 被災宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置（10月23日プレス）

・ 旅行業法に基づく旅行業登録の有効期間の満了期間の延長について、通知発出（10月23日）

・ 被災者の入浴支援を行う宿泊施設（宮城県28軒・福島県37軒）（10月24日現在）

民間物資拠点から避難所へ、10月22日から支援物資配送開始。
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３．東北運輸局の対応状況

［職員の派遣］

・ TEC-FORCE（リエゾン）の派遣状況
10月
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
0 3 6 6 5 4 4 4 4 2 2 1 1 2 1 0

・ TEC-FORCE（リエゾン以外）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

2 2 2 3
3

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2

合計 0 0 0 0 2 1 5 3 2 3 1 1 1 1 4 0

［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

合計 45 45

派遣先
派遣内容 合計

都道府県 市町村等

福島県 福島県庁 輸送支援班 12

26

福島県 阿武隈急行 被災状況の把握・輸送支援班 9
岩手県 三陸鉄道 被災状況の把握・輸送支援班 3

17
山形県 山形県庁 2 2

岩手県 岩手県庁 8 8
宮城県 宮城県庁 18 18
福島県 福島県庁 17

派遣先
合　計

合　計
（市町村）都道府県 市町村等

福島県 郡山市・いわき市 民間物資拠点施設確認・輸送支援班 2
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