
                       
令 和 元 年 ８ 月 １ ４ 日 

鉄 道 局 総 務 課 

安全監理官 

台風第１０号に伴う鉄道の計画運休の実施 

                          （8月 14日 12時 00分現在） 

～各鉄道事業者の運転計画について～ 
 

台風第 10 号が西日本に接近しており、風速、雨量等が運転を規制する基準値を上回ることが事

前に予測されるため、各鉄道事業者は、安全を確保することに加え、駅での混乱や駅間停車した場

合の乗客の閉じ込め等を防止する観点から、令和元年 8 月 14 日 12 時現在で別紙のとおり計画運

休を予定していますのでお知らせいたします。 

 

各鉄道事業者の計画運休実施状況： 

別紙「台風第10号に伴う鉄道の計画運休の実施予定について」のとおり 

 

※１．詳細な運転計画及び最新の情報については、各鉄道事業者のウェブサイトやＳＮＳ等をご

確認いただくようお願いします。 

※２．別紙に記載していない場合でも運転を見合わせることがありますのでご注意願います。  

 

国土交通省としましては、旅客の安全輸送を確保し、利用者に安心感を与えるための取組に引

き続き取り組んで参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 
（情報提供に関すること） 
担当者：鉄道局 総務課鉄道サービス政策室 後藤、岡村、佐藤 

電話：03-5253-8111(内線 40604,40633) 
直通：03-5253-8542 FAX：03-5253-1633 

（鉄道の運行に関すること） 
担当者：鉄道局 安全監理官室       河原、竹村、檜森 
電話：03-5253-8111(内線 40772,40773) 
直通：03-5253-8548  FAX：03-5253-1634 



１．事業者別の計画運休の実施予定については以下のとおり。
【注意】

（２）在来線

（１）新幹線

ＪＲ西日本 宇部線
全線

(新山口駅～宇部駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 岩徳線
全線

(岩国駅～櫛ヶ浜駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 山口線
全線

(新山口駅～益田駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本
全線

(備中神代駅～広島駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 福塩線
全線

(福山駅～塩町駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

宇野線
全線

（岡山駅～宇野駅）

芸備線

https://www.westjr.co.jp/

https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 津山線
全線

（津山駅～岡山駅）
15日 始発

ＪＲ西日本 吉備線
全線

（岡山駅～総社駅）
15日 始発

ＪＲ西日本 因美線 東津山駅～智頭駅 15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 伯備線 倉敷駅～上石見駅 15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 山陰線
益田駅～幡生駅、
長門市駅～仙崎駅

15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 山陽線 上郡駅～下関駅 15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 赤穂線 播州赤穂駅～東岡山駅 15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 本四備讃線
全線

（茶屋町駅～児島駅）
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本

ＪＲ西日本 姫新線 上月駅～新見駅

https://www.westjr.co.jp/

事業者名 線　　名 運転休止区間 備　　　　　　考
運転休止
開始日時

鉄道運行計画情報
令和元年8月14日12時00分現在

国土交通省

台風第１０号に伴う鉄道の計画運休の実施予定について

・運転計画は天候により変わることもあるため、各鉄道事業者のウェブサイト等により随時ご確認いただくようお願いします。
・以下の一覧に記載していない場合でも運転を見合わせることがありますのでご注意願います。

線　　名

山陽新幹線

【中国地方】

事業者名 運転休止区間
運転休止
開始日時

備　　　　　　考

ＪＲ西日本 新大阪駅～小倉駅 15日 始発

ＪＲ西日本 呉線
全線

(三原駅～海田市駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本 可部線
全線

(横川駅～あき亀山駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/
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とさでん交通 駅前線
全線

（はりまや橋駅～高知駅前駅）
始発

とさでん交通 桟橋線
全線

(はりまや橋駅～桟橋通五丁目
駅)

始発

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよそ
の時刻であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より

相当早い場合があります。

https://www.tosakuro.com/

とさでん交通 伊野線
全線

（はりまや橋駅～伊野駅）
始発

とさでん交通 後免線
全線

（はりまや橋駅～後免町駅）
始発

宿毛線
全線

（宿毛駅～中村駅）
14日 18時頃

土佐くろしお鉄道 中村線
全線

（窪川駅～中村駅）
14日 17時頃

ＪＲ四国 内子線
全線

（新谷駅～内子駅）
14日 19時頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 予土線
全線

（若井駅～北宇和島駅）
14日 15時頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 予讃線 高松駅～松山駅 15日 始発 https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 予讃線 松山駅～宇和島駅 14日 19時頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 徳島線
全線

（佃駅～佐古駅）

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 牟岐線
全線

（徳島駅～海部駅）

ＪＲ四国 土讃線 高知駅～窪川駅 14日 17時頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 土讃線 多度津駅～高知駅 15日 始発 https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

14日 19時頃

14日 19時頃

ＪＲ四国 高徳線
全線

（高松駅～徳島駅）
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

ＪＲ四国 鳴門線
全線

（池谷駅～鳴門駅）
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

15日 始発

15日 始発

事業者名 線　　名 運転休止区間
運転休止
開始日時

備　　　　　　考

ＪＲ四国 本四備讃線
全線

（児島駅～宇多津駅）
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/

【四国地方】

http://plus.harenet.ne.jp/~ibarasen/井原線井原鉄道
全線

（総社駅～神辺駅）
15日

錦川清流線錦川鉄道
全線

（川西駅～錦町駅）
15日 始発

始発

http://nishikigawa.com/

15日 始発

美祢線

小野田線ＪＲ西日本
全線

(小野田駅～居能駅、
雀田駅～長門本山駅)

15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ西日本
全線

(厚狭駅～長門市駅)
15日 始発 https://www.westjr.co.jp/

17:30頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよそ
の時刻であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より
相当早い場合があります。最終運転列車は下記を確認

ください。

http://asatetu.com/

阿佐海岸鉄道 阿佐東線
全線

（海部駅～甲浦駅）
14日

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよそ
の時刻であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より

相当早い場合があります。

https://www.tosakuro.com/

15日 http://www.tosaden.co.jp/

15日 http://www.tosaden.co.jp/

15日 http://www.tosaden.co.jp/

15日 http://www.tosaden.co.jp/

土佐くろしお鉄道
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２．計画運休以外の運転計画の変更については以下のとおり。

（１）新幹線

（２）在来線

　現在のところ、計画運休以外の情報は入っておりません。

ＪＲ九州 山陽新幹線 博多駅～鹿児島中央駅 15日 始発から
始発から本数を減らして運転する予定です。
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/index.html

ＪＲ西日本 山陽新幹線 小倉駅～博多駅 15日 始発から
概ね1時間に1本程度運転を行う予定です。
https://www.westjr.co.jp/

ＪＲ東海 東海道新幹線 東京駅～新大阪駅 15日
下り 8時台
上り10時台

本数を上下列車で合計60本程度減らして運転する予定

です。

https://traininfo.jr-
central.co.jp/shinkansen/pc/ja/index.html

事業者名 線　　名 運転区間 変更開始日時 備　　　　　　考

JR九州 日豊線 延岡駅～南宮崎駅 14日 18時頃

JR九州 日豊線 都城駅～国分駅 14日 17:30頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

JR九州 日南線
全線

（南宮崎駅～志布志駅）
14日 9:00頃 運転休止中

JR九州 宮崎空港線
全線

（田吉駅～宮崎空港駅）
14日 15:30頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

JR九州 肥薩線
全線

（八代駅～隼人駅）
14日 20:30頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

JR九州 吉都線
全線

（吉松駅～都城駅）
14日 21:30頃

事業者名 線　　名 運転休止区間 備　　　　　　考
運転休止
開始日時

JR九州 日豊線 佐伯駅～延岡駅 14日 18:30頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

【九州地方】

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

JR九州 日豊線 南宮崎駅～都城駅 14日 15時頃

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#

左記時刻は当該区間を最終列車が走行するおおよその時刻
であるため、各駅での発車時刻は左記時刻より相当早い場合

があります。最終運転列車は下記を確認ください。

https://www.jrkyushu.co.jp/#
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