
 

 

平成25年台風第26号による被害状況等について（第１報） 
※ これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。 

 

平成２５年１０月１６日 

９ 時 ０ ０ 分 現 在 

内 閣 府 

 

１．気象状況（気象庁情報：10月16日06:00現在） 

（１）気象の概況と見通し 

【概況】 

・10月11日03時にマリアナ諸島付近で発生した台風第26号は、16日05時現在、伊豆諸島にあ
って、時速60キロメートルで北東に進んでいる（中心気圧955ヘクトパスカル、中心付近の
最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートル）。 

東海地方と関東甲信地方の一部が風速25メートル以上の暴風域に入っている。 

・伊豆諸島（大島）で、24時間雨量800ミリ以上（観測史上１位）、１時間100ミリ以上の猛
烈な雨が降っている。 

【見通し】 

・台風は、暴風域を伴い、強い勢力を保ったまま次第に速度を上げて北東へ進み、房総半島
沿岸を通過し、16日午後には三陸沖で温帯低気圧にかわる見込み。 

・台風の接近・通過に伴い、特に、東日本や北日本の太平洋側では、30メートル以上の猛烈
な風が吹き、９メートル以上の猛烈なしけとなるおそれがある。 

・西日本から北日本の広い範囲で大雨となり、特に東日本の太平洋側では、局地的に１時間
に80ミリ以上の猛烈な雨が降る見込み。17日6時までの24時間に予想される雨量は、多いと
ころで、東北地方200ミリ、北海道地方、北陸地方、中国地方150ミリ、関東地方100ミリ。 

・低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水やはん濫に厳重に警戒。落雷や竜巻などの激しい
突風に注意。 

・北海道と東北地方の太平洋側では、16日昼過ぎを中心に高潮による浸水や冠水にも警戒。 

 

（２）大雨等の状況（10月14日0時～10月16日5時） 
・主な1時間降水量 

（アメダス観測値） 
 

東京都 大島 122.5 ミリ 16日 3時 53分まで 

東京都 大島北ノ山  64.0 ミリ 16日 4時 19分まで 

千葉県 勝浦  50.5 ミリ 15日 20時 06 分まで 

東京都 東京  45.0 ミリ 16日 5時 00分まで 

千葉県 千葉  43.0 ミリ 16日 5時 00分まで 

神奈川県 横浜  43.0 ミリ 16日 5時 00分まで 

神奈川県 三浦  43.0 ミリ 16日 4時 56分まで 

茨城県 鉾田  42.5 ミリ 16日 3時 59分まで 

千葉県 茂原  41.0 ミリ 15日 20時 34 分まで 

東京都 江戸川臨海  40.5 ミリ 16日 4時 39分まで 

千葉県 坂畑  40.5 ミリ 16日 1時 37分まで 

（気象レーダー等による解析（※）） 

東京都 大島町 120 ミリ以上 16日 04時 00 分まで 

東京都 利島村 約 70 ミリ 16日 02時 00 分まで 

千葉県 富津市 約 60 ミリ 16日 05時 00 分まで 

千葉県 御宿町 約 60 ミリ 15日 20時 00 分まで 

千葉県 鋸南町 約 60 ミリ 16日 05時 00 分まで 

静岡県 伊豆市 約 60 ミリ 16日 04時 00 分まで 
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・主な 24時間降水量 

（アメダス観測値） 

東京都 大島 794.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

東京都 大島北ノ山 396.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

静岡県 天城山 371.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 鋸南 311.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 坂畑 293.5 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 館山 282.5 ミリ 16 日 5時 00分まで 

静岡県 湯ケ島 277.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 木更津 267.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 大多喜 265.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

千葉県 香取 250.0 ミリ 16 日 5時 00分まで 

（気象レーダー等による解析（※）） 

東京都 大島町 約 800 ミリ 16 日 05時 00分まで 

静岡県 伊豆市 約 500 ミリ 16 日 05時 00分まで 

東京都 利島村 約 400 ミリ 16 日 05時 00分まで 

静岡県 伊東市 約 400 ミリ 16 日 05時 00分まで 

千葉県 君津市 約 350 ミリ 16 日 05時 00分まで 

千葉県 富津市 約 350 ミリ 16 日 05時 00分まで 

千葉県 鋸南町 約 350 ミリ 16 日 05時 00分まで 

 
・主な期間降水量 

（アメダス観測値） 

東京都 大島 794.0 ミリ 

東京都 大島北ノ山 396.5 ミリ 

静岡県 天城山 374.5 ミリ 

千葉県 鋸南 311.0 ミリ 

千葉県 坂畑 295.0 ミリ 

千葉県 館山 282.5 ミリ 

静岡県 湯ケ島 277.0 ミリ 

千葉県 木更津 267.0 ミリ 

千葉県 大多喜 266.5 ミリ 

千葉県 香取 250.0 ミリ 
（気象レーダー等による解析（※）） 

東京都 大島町 約 800ミリ 

静岡県 伊豆市 約 500ミリ 

東京都 利島村 約 400ミリ 

静岡県 伊東市 約 400ミリ 

千葉県 君津市 約 350ミリ 

千葉県 富津市 約 350ミリ 

千葉県 鋸南町 約 350ミリ 
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・主な最大風速 

（アメダス観測値）   

東京都 八丈島 25.0m/s (南南西) 16 日 4時 11分 

岡山県 奈義 23.8m/s (北) 16 日 2時 35分 

宮城県 江ノ島 23.7m/s (北北東) 16 日 4時 31分 

東京都 八重見ヶ原 23.6m/s (南南西) 16 日 4時 28分 

鳥取県 湖山 23.5m/s (北) 16 日 1時 54分 

静岡県 網代 22.8m/s (北北東) 16 日 3時 21分 

愛知県 セントレア 22.7m/s (北北西) 16 日 1時 54分 

沖縄県 旧東 22.6m/s (北) 15 日 0時 58分 

東京都 神津島 21.2m/s (南東) 16 日 3時 33分 

東京都 大島北ノ山 20.9m/s (北北東) 16 日 4時 59分 

沖縄県 北大東 20.9m/s (北) 15 日 4時 51分 

・主な最大瞬間風速 
（アメダス観測値）   

東京都 八丈島 44.7m/s (南南西) 16 日 3時 34分 

東京都 八重見ヶ原 43.2m/s (南南西) 16 日 3時 16分 

岡山県 奈義 36.7m/s (北) 16 日 3時 13分 

沖縄県 北大東 35.5m/s (北) 15 日 4時 43分 

京都府 舞鶴 35.0m/s (北) 16 日 4時 44分 

静岡県 稲取 32.8m/s (北東) 16 日 2時 24分 

沖縄県 南大東 32.7m/s (北) 15 日 0時 53分 

東京都 大島北ノ山 32.4m/s (北) 16 日 4時 46分 

静岡県 網代 32.0m/s (北北東) 16 日 3時 09分 

沖縄県 旧東 31.9m/s (北) 15 日 2時 13分 

 

（３）波浪の状況（10月15日0時～10月16日6時） 

・主な波浪最高値【気象庁所管】 
京都府 経ヶ岬  ７．９ｍ 10月 16日 06時 00分 

静岡県 石廊崎  ７．８ｍ 10月 16日 06時 00分 

・主な波浪最高値【国土交通省港湾局所管】 
沖縄県 中城湾港  ６．４ｍ 10 月 15日 08時 20 分 

鹿児島県 志布志港  ７．４ｍ 10 月 15日 14時 00 分 

福岡県 玄界灘  ７．２ｍ 10 月 16日 00時 20 分 

島根県 浜田港  ６．０ｍ 10 月 16日 00時 00 分 

鳥取県 鳥取港  ６．６ｍ 10 月 16日 02時 40 分 

兵庫県 柴山港  ７．３ｍ 10 月 16日 05時 20 分 

和歌山県 潮岬  ８．２ｍ 10 月 16日 01時 20 分 

静岡県 御前崎港 (１０．６ｍ) 10 月 16日 05時 20 分 

GPS 波浪計 和歌山南西沖  ６．２ｍ 10 月 16日 02時 40 分 

GPS 波浪計 三重尾鷲沖  ９．６ｍ 10 月 16日 02時 40 分 

GPS 波浪計 伊勢湾口沖  ８．９ｍ 10 月 16日 05時 00 分 

GPS 波浪計 静岡御前崎沖 １１．０ｍ 10 月 16日 06時 00 分 
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２．人的・物的被害の状況（警察庁、消防庁調べ：10月16日8:00現在） 

都道府県名 

人 的 被 害 住  家  被  害 非住家被害 

死者 
行 方 

不明者 

負 傷 者 
全壊 

半

壊 

一部  

破損 

床上  

浸水 

床下 

浸水 
合計 

公共  

建物 

その

他 重傷 軽傷 

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 棟 

栃木県   1          

千葉県    1         

東京都  6           

埼玉県     
  

      3  1  4      

神奈川    1         

静岡県     1 1           0      

福岡県     1 
 

          0      

合 計 0 6 3 3 0 0 0 3  1  4  0 0 

※人的被害：警察庁、消防庁情報、住家・非住家被害：消防庁情報 

 

【報道情報】 

 ・東京都町田市を流れる境川で 40代くらいの女性が見つかり、病院に運ばれたが、その後死亡確認。 

 ・伊豆大島で 3人死亡（1人は住宅が倒壊した地域で見つかり、ほかの 2人は水があふれた川の河口付近

で発見） 

 

３．避難状況等 
（１）避難指示、勧告（消防庁調べ：10月16日8:00現在） 

 
 

（２）避難状況（消防庁調べ：10月16日8:00現在） 
 ・現在、調査中 

 

４．その他被害の状況 
（１）土砂災害（国土交通省調べ：10月16日5:00現在） 

○土石流等 
 ・現在、報告なし 

○地すべり 
 ・現在、報告なし 

川越市 1,574 確認中 10月16日 5時25分

1,574 確認中 0 0

千葉市 4,412 10,184 確認中

市原市 2,588 6,139 確認中

君津市 8,696 22,251 確認中

富津市 252 684 確認中

南房総市 518 1,298 確認中

匝瑳市 4 11 確認中

いすみ市 14 23 確認中

鋸南町 39 87 確認中

8,696 22,251 7,827 18,426

栄村 22 60 10月15日 19時00分

0 0 22 60

栗東市 173 601 10月15日 21時30分 10月16日 6時00分

0 0 173 601

10,270 22,251 8,022 19,087

勧告日時 解除日時
都道府県名 市区町村名

避難指示 避難勧告

対象
世帯数

対象
人数

指示日時 解除日時
対象

世帯数
対象
人数

千葉県

小計

埼玉県

小計

長野県

小計

滋賀県

小計

合　　計
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○がけ崩れ 
 ・千葉県 1件（勝浦市） 

（この他、東京都で土砂災害に関する報道が 3 件（大島町 2 件、日野市 1 件）なされて

いるが、事実関係について、現在、東京都が調査中） 

 

（２）河川（国土交通省調べ：10月16日5:00現在） 

○国管理河川の出水状況 
・現在、計画高水位を超えている河川  0水系 0河川 

・現在、はん濫危険水位を超えている河川 0水系 0河川 

・現在、避難判断水位を超えている河川  1水系 1河川 

・現在、はん濫注意水位を超えている河川 3水系 3河川 

 

（３）ライフライン 

○電力（経済産業省調べ：10月 16日 5:00 現在） 
   ・東北電力㈱ 

①停電戸数： 約175戸（延べ停電数 約1,120戸） 

②現在の停電地域： 

岩手県  大船渡市 

宮城県  石巻市 

③主な設備被害： 飛来物による高圧線損傷 

 ④復旧見通し： 未定 

 

・東京電力㈱ 

①停電戸数： 約15,100戸（延べ停電数 約22,600戸） 

②現在の停電地域： 

栃木県  栃木市 

茨城県  茨城町，かすみがうら市，ひたちなか市，水戸市，鉾田市 

千葉県  君津市 

神奈川県 三浦市，横浜市 

静岡県  沼津市，富士宮市，伊東市 

東京都  八丈町，大島町 

③主な設備被害： 配電設備の損壊 

    ④復旧見通し： 現在作業中 

 

・中部電力㈱ 

①停電戸数： 約2,740戸（延べ停電数 約5,350戸） 

②現在の停電地域： 

愛知県  海部郡飛島村、田原市 

静岡県  静岡市葵区、御前崎市 

三重県  鳥羽市、度会郡南伊勢町 

長野県  長野市、上伊那郡中川村、下伊那郡豊丘村・泰阜村 

③主な設備被害： 電柱折損、電線断混線。 

 ④復旧見通し： 未定 

 

・北陸電力㈱ 

①停電戸数： 約317戸（延べ停電数 約1,114戸） 

②現在の停電地域： 

福井県  坂井市 

③主な設備被害： 倒木による高圧線断線，他物接触（飛来物） 
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    ④復旧見通し： 本日中には復旧する見通し 

 

・関西電力㈱（10月16日5:24時点） 

①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約310戸） 

 

・中国電力㈱ 

①停電戸数： 約4,200戸（延べ停電数 約34,700戸） 

②現在の停電地域： 

鳥取県  鳥取市，西伯郡，米子市 

島根県  鹿足郡 

岡山県  勝田郡 

広島県  江田島市 

山口県  周南市，岩国市，萩市 

③主な設備被害： 強風による電線損傷 

    ④復旧見通し： 調査中のため未定 

 

・四国電力㈱ 

①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約300戸） 

 

・九州電力㈱ 

①停電戸数： 約30戸（延べ停電数 約616戸） 

②現在の停電地域： 

福岡県  北九州市 

③主な設備被害： 強風による高圧線断線 

    ④復旧見通し： 高波による道路通行不可のため、通行可になり次第、復旧着手予定 

 

・沖縄電力㈱ 

①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約100戸） 
 

○都市ガス（経済産業省調べ：10月16日7:30現在） 
・現在、被害情報なし 

 

○水道（厚生労働省調べ：10月 16日 8:00 現在） 
 ・現在、被害情報なし 
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○通信関係の状況（総務省調べ：10月 16 日 7:30現在） 

 事業者 被害状況等 

固
定
電
話 

ＮＴＴ東日本 ・140回線（千葉県）の電話回線が断線 

ＮＴＴ西日本 ・被害なし 

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・被害なし 

ＫＤＤＩ ・被害なし 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ ・3回線の専用線が断線 

携
帯
電
話
等 

ＮＴＴドコモ ・3局（三重県:1 局、東京都:1 局、長野県:1 局）が停波 

ＫＤＤＩ（ａｕ） ・5局（新潟県:1局、東京都:2局、栃木県:1 局、長野県:1局）

が停波 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ ・11局（茨城県:1局、東京都:2局、神奈川県:1 局、長野県:2

局、静岡県:2局、愛知県:1局、三重県：2局）が停波 

イー・アクセス ・被害なし 

ウィルコム ・15局（愛知県:10局、神奈川県:5局）が停波 

ＵＱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・33局（茨城県:2局、栃木県:2 局、埼玉県:9局、千葉県:4局、

東京都:6局、神奈川県:7局、三重県:1局、兵庫県:1 局、福

岡県:1局）が停波 

ﾜｲﾔﾚｽｼﾃｨﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ ・11局（神奈川県:9 局、東京都:2局）が停波 

 

○放送関係の状況（総務省調べ：10月 16 日 7:30現在） 
＜地上波＞ 

 事業者・影響世帯数等 被害状況等 

 

静

岡

県 

・日本放送協会（総合）（教育）、静岡

放送㈱、㈱テレビ静岡、㈱静岡朝日

放送、㈱静岡第一テレビ 

・中継局名：伊豆東海岸中継局 

・影響世帯：14,141 世帯 

・停電後、4:13頃からの発電機の故障により

停波 

 

（４）道路（国土交通省調べ：10月 16日 6:00現在） 

○高速道路 
現在、被災による通行止めなし 

○直轄国道 
現在、被災による通行止めなし 

○都道府県管理国道 
    現在、被災による通行止めなし 

○都道府県道 
    現在 20区間で通行止め（茨城県 2、東京都（調査中）、神奈川県 1、埼玉県 7、千葉県 4、 

                山梨県 1、静岡県 2、愛知県 1、三重県 1、鳥取県 1） 

 

（５）交通機関 

○鉄道関係（国土交通省調べ：10月16日6:00現在） 
・現在、31 事業者 82路線 運転休止（詳細は別紙参照） 
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○航空関係（国土交通省調べ：10月16日6:00現在） 
・空港施設等被害情報なし 

・欠航便 507便（ＪＡＬ179便、ＡＮＡ197 便、その他 131 便） 

 

（６）文教施設等（文部科学省調べ：10月 15日 18:00現在） 
・現在のところ、被害の情報なし 

 

（７）農林水産関係（農林水産省調べ：10月15日15:00現在） 
・現時点では報告を受けていない 

 

（８）社会福祉施設等関係（厚生労働省調べ：10月16日8:00現在） 
・現在、被害情報なし 

 

（９）医療施設等関係（厚生労働省調べ：10月 16日 8:00現在） 
・現在、被害情報なし 

 

（10）観光関係（国土交通省調べ：10月 16 日 6:00現在） 
・現在、被害情報なし 

 

（11）その他 

○がれきの発生状況（環境省調べ：10月 16日 8:00現在） 
・現在、調査中 

 

５．政府の主な対応 
（１）内閣総理大臣指示 

安倍内閣総理大臣から以下の指示が発せられた。(10月 16日 9:00) 

１．緊張感を持って被害状況の把握に努めること。 

２．被災者の救命・救助を第一に、救出活動に全力を尽くすこと。 

３．ライフラインの復旧など、関係省庁一体となって応急対策に当たること。 

 

 （２）関係省庁災害対策会議等の開催 
・関係省庁災害警戒会議を開催し、今後の気象状況の見通し及び各省庁の対応状況につい

て情報共有を実施（10月15日11:30） 

 

（３）各府省庁の対応 

①内閣府の対応 
 ・内閣府情報連絡室設置（10月11日18:00） 

 ・内閣府情報対策室に改組（10月15日9:30） 

 

②警察庁の対応 
・災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置し、連絡体制を強化するとともに関連情

報の収集を実施 

・警視庁では、天候の回復を待って特殊救助隊8名を警察ヘリにより伊豆大島（大島町）に

向けて第1次的に派遣予定。その後、機動隊1個中隊を警察ヘリにより派遣予定。 

 

③海上保安庁の対応 
・気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施。 

・千葉県館山市沖において、錨泊していたパナマ船籍貨物船（総トン数 10,021トン、乗組
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員 16名（全員フィリピン人））が強風に流され付近海岸に座礁。乗組員 1名が軽傷。（16

日 06：19情報入手、詳細確認中） 

 

④文部科学省の対応 
・北海道から中国・四国地方の各都県教育委員会に対し、通学路を含めた児童生徒等の安

全確保及び二次災害の防止を要請（10 月 15日 11:07） 

 

⑤農林水産省の対応 
・台風 26 号の接近及び通過に伴う園芸作物の被害防止に向けた技術指導の徹底及び農業

共済の対応について通知を発出（10月 15日） 

・大雨等に伴う二次災害等の発生防止及び緊急を要する復旧箇所の応急対策の実施等につ

いて（台風２６号）通知を発出（10月 15日） 

・台風 26 号接近に伴う山地災害及び林道施設災害発生時の対応について通知を発出（10

月 15日） 

・台風 26 号に対する備えと被害報告等（漁港・海岸保全施設・漁業用施設等）及び適切

な対策の実施（漁船、養殖及び関連施設）について通知を発出（10月 15日） 

 

⑥国土交通省の対応 
・国土交通本省警戒体制（10月15日 14:00） 

【リエゾン（情報連絡員）の派遣】 

・中部地方整備局より静岡県庁、三重県庁へそれぞれ2名派遣（10月15日） 

【災害対策用機械等出動状況（台数） （10 月 16日 6:00現在）】 

機械名 東北地整 関東地整 中部地整 近畿地整 合計 

排水ポンプ車 4   1   5 

照明車       1 1 

待機支援車   1     1 

合計 4 1 1 1 7 

 

⑦気象庁の対応 
・気象庁本庁警戒体制（10月 15日 15:00） 

・台風第 26号に関する記者会見を実施（10月 15日 10:45） 

・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める 
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○鉄道関係　（10月16日6:00現在）
・３１事業者８２路線　運転休止

事業者名 線　　名 運転休止区間 運転休止 運転再開

釧網線 全線 10/16 始発

ＪＲ東日本

左沢線 全線 10/16 始発

 石巻線 小牛田駅～浦宿駅間 10/16 始発

主な被害状況等

ＪＲ北海道

日高線 全線 10/16 始発

根室線 浦幌駅～根室駅間 10/16 始発

釜石線 全線 10/16 始発

大船渡線 一ノ関駅～気仙沼駅間 10/16 始発

奥羽線 福島駅～新庄駅間 10/16 始発

常磐線
仙台駅～浜吉田駅間 10/16 始発

取手駅～広野駅間 10/16 3:22

気仙沼線 前谷地駅～柳津駅間 10/16 始発

陸前小野駅～石巻駅間 10/16 始発
 仙石線 

あおば通駅～高城町駅間 10/16 始発

仙山線 全線 10/16 始発

水郡線 全線 10/16 始発

10/16 5:08

東北線

岡本駅～蒲須坂駅間 10/16 5:42

黒磯駅～一ノ関駅間 10/16 5:08

岩切駅～利府駅間

只見線 会津若松駅～会津川口駅間 10/16 始発

米坂線 米沢駅～今泉駅間 10/16 始発

山田線 上米内駅～宮古駅間 10/16 始発

磐越東線 全線 10/16 始発

磐越西線 郡山駅～喜多方駅間 10/16 始発

久留里線 全線 10/16 5:08

鹿島線 全線 10/16 6:01

内房線 姉ヶ崎駅～安房鴨川駅間 10/16 4:43

陸羽東線 全線 10/16 始発

総武線 佐倉駅～銚子駅間 10/16 5:25

上越線 水上駅～越後中里駅間 10/16 始発

相模線 海老名駅～原当麻駅間 10/16 始発

小海線 小淵沢駅～小海駅間 10/16 始発

東海道線 東京駅～熱海駅間 10/16 始発

鶴見線 浅野駅～海芝浦駅間 10/16 始発

中央線 高尾駅～大月駅間 10/16 5:02

外房線 全線 10/16 4:25

水戸線 小山駅～友部駅 10/16 5:28

日光線 宇都宮駅～鹿沼駅間 10/16 始発

成田線 成田駅～銚子駅間 10/16 4:47

東金線 全線 10/16 5:20

岡崎駅～豊橋駅間 10/16 始発

ＪＲ東海

東海道本線

富士駅～静岡駅間 10/16 始発

鷲津駅～新所原駅間 10/16 5:21

高山線 下麻生駅～高山駅間 10/16 始発

紀勢線 多気駅～新宮駅間 10/15 18:30

参宮線 伊勢市駅～鳥羽駅間 10/15 18:30

中央線
須原駅～倉本駅間 10/16 始発 落石警報装置の動作

木曽平沢駅～贅川駅 10/16 始発 停電の発生

御殿場線 御殿場～松田駅間 10/15 18:17

身延線 西富士宮駅～身延駅間 10/15 18:17

飯田線 豊橋駅～豊川駅間 10/16 4:39

三陸鉄道 南リアス線 盛駅～吉浜駅間 10/16 6:00

湖西線 堅田駅～近江今津駅間 10/16 始発JR西日本

小浜線 小浜駅～敦賀駅間 10/16 5:00

因美線 津山駅～智頭駅間 10/16 始発

小田急電鉄 小田原線 伊勢原駅～新松田駅 10/16 4:50

京成電鉄
本線 八千代台駅～成田空港駅 10/16 5:27

東成田線 成田空港駅～東成田駅 10/16 5:27

阿武隈急行 阿武隈急行線 福島駅～槻木駅間 10/16 5:16

久里浜線 堀之内駅～三崎口駅 10/16 始発京浜急行電鉄

本線 金沢文庫駅～浦賀駅 10/16 始発

逗子線 金沢八景駅～新逗子駅 10/16 始発
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東京地下鉄 東西線 東陽町駅～西船橋駅 10/16 4:58

相模鉄道
本線 横浜駅～海老名駅 10/16 5:10

いずみ野線 二俣川駅～湘南台駅 10/16 5:10

鹿島臨港線 鹿島サッカースタジアム駅～奥野谷浜駅 10/16 始発
鹿島臨海鉄道

大洗鹿島線 水戸駅～鹿島サッカースタジアム駅 10/16 始発

竜ヶ崎線 佐貫駅～竜ヶ崎駅 10/16 始発
関東鉄道

常総線 取手駅～下館駅 10/16 始発

わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線 大間々駅～間藤駅 10/16 5:39

真岡鐵道 真岡線 下館駅～茂木駅 10/16 始発

芝山鉄道 芝山鉄道線 東成田駅～芝山千代田駅 10/16 5:30

ひたちなか海浜鉄道 湊線 勝田駅～阿字ヶ浦駅 10/16 4:52

東京臨海高速鉄道 りんかい線 東京テレポート駅～新木場駅 10/16 始発

流鉄 流山線 馬橋駅～流山駅 10/16 4:55

いすみ鉄道 いすみ線 大原駅～上総中野駅 10/16 5:31

銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線 銚子駅～外川駅 10/16 6:00

湘南モノレール 江の島線 湘南深沢駅～湘南江の島駅 10/16 5:37

冠水（極楽寺駅）

箱根登山鉄道
鉄道線 小田原駅～強羅駅 10/16 始発

鋼索線 強羅駅～早雲山駅 10/16 始発

江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 江ノ島駅～鎌倉駅 10/16 始発

伊豆急行 伊豆急行線 全線 10/16 始発

名古屋鉄道
蒲郡線 蒲郡～吉良吉田 10/16 始発

名古屋本線 豊橋～伊奈 10/16 始発

横浜シーサイドライン 金沢シーサイドライン 新杉田駅～金沢八景駅 10/16 5:00

渥美線 全線 10/16 始発

天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 全線 10/16 始発

岳南電車 岳南鉄道線 全線 10/16 始発

北近畿タンゴ鉄道 宮津線 西舞鶴駅～宮津駅間 10/16 始発

東田本線 全線 10/16 始発
豊橋鉄道
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