令 和 ３年 ２月 １９日
総合政策局交通政策課
令和３年２月１３日２３時０７分の福島県沖の地震による
東北新幹線の不通に伴う代替輸送の実施状況について
（２月１９日１５：００時点）
令和３年２月１３日２３時０７分の福島県沖の地震による東北新幹線の不通に伴い、鉄
道・高速バス・航空機による代替輸送を行います。
〇 １６日より、東北新幹線の一ノ関～盛岡間が臨時ダイヤで運転を再開しています。ま
た、これに伴い、一ノ関で新幹線と接続する仙台発着の臨時快速列車等を運行してい
ます。
なお、東北新幹線については、
・仙台～一ノ関間
２月２２日（月）始発から
・那須塩原～仙台間 ２月２４日（水）始発から（※）
運転再開を予定しております。
※ 那須塩原～仙台間の運転再開により東北新幹線は全線での運転再開となりますが、全線運転再
開後も当面の間、一部の区間で速度を落として運転する必要があるため、東北新幹線の列車本数
は通常の３分の２程度となり、通常ダイヤよりも所要時間が長く（東京～仙台・盛岡で１時間程度）な
ります。

〇 東北各地の空港と、羽田、名古屋（小牧）、伊丹、神戸の各空港を結ぶ臨時便の運航
や機材大型化の対応を行っています。本日１９日は合計５８便、明日２０日は合計６０便
を増便します。
〇 ＪＲバス東北等が仙台～東京間の高速バスを大幅に増便（昨日１８日は７９便増便し、
計１０９便を運行、本日１９日は８９便増便し、計１１９便を運行予定）するほか、高速バ
ス各社において、東北各地と仙台や首都圏を結ぶ高速バスを増便します。
〇 詳細は別紙をご確認ください。
また、最新の情報については各社ホームページ（最終ページに掲載）をご確認ください。
■お問い合わせ先
国土交通省 総合政策局交通政策課 増田・仲井
電話：03-5253-8111（内線 54-703、54-705）

直通：03-5253-8275

別紙
代替輸送の確保に向けた対応状況（２月 19 日 15：00 時点）【第９報】
※第８報からの修正・更新箇所赤字

〇 １６日より、東北新幹線の一ノ関～盛岡間が臨時ダイヤで運転を再開しています。ま
た、これに伴い、一ノ関駅で新幹線と接続する仙台発着の臨時快速列車等を運行して
います。
なお、東北新幹線については、
・仙台～一ノ関間
２月２２日（月）始発から
・那須塩原～仙台間 ２月２４日（水）始発から（※）
運転再開を予定しております。
※那須塩原～仙台間の運転再開により東北新幹線は全線での運転再開となりますが、全線運転再開
後も当面の間、一部の区間で速度を落として運転する必要があるため、東北新幹線の列車本数は
通常の３分の２程度となり、通常ダイヤよりも所要時間が長く（東京～仙台・盛岡で１時間程度）なり
ます。

〇 東北各地の空港と、羽田、名古屋（小牧）、伊丹、神戸の各空港を結ぶ臨時便の運航
や機材大型化の対応を行っています。本日１９日は合計５８便、明日２０日は合計６０便
を増便します。
〇 ＪＲバス東北等が仙台～東京間の高速バスを大幅に増便（昨日１８日は７９便増便し、
計１０９便を運行、本日１９日は８９便増便し、計１１９便を運行予定）するほか、高速バ
ス各社において、東北各地と仙台や首都圏を結ぶ高速バスを増便します。
※ 最新の情報については各社ホームページ（最終ページへ掲載）をご確認ください。
【鉄道】
■ＪＲ東日本
・常磐線：特急ひたち９号、２５号（品川発いわき行）、ひたち８号、２２号（いわき発品川行）
いわき～仙台間を快速列車として延長運転
・羽越線：特急いなほ１１号（新潟発酒田行）
酒田～秋田間を快速列車として延長運転
・東北線：一ノ関で新幹線と接続する仙台発着の臨時快速列車等を運転
那須塩原で新幹線と接続する仙台発着の臨時快速列車を運転（2/21～2/23）
【航空】
以下の事業者において、臨時便の運航、一部便の大型化を実施
・下記「★」印は、定期便のない路線で臨時便を設定するもの。
（その他は定期便のある路線での増便 or 機材大型化）
・（ ）内の数字は設定座席数を表す。
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■ＪＡＬ（日本航空）
（１）羽田発着便
①羽田＝仙台 ★
・2/15～18：３往復増便（165×3）
・2/19～20：４往復増便（165×4）
・2/21～23：３往復増便（165×3）
・2/24：２往復増便（165×2）
②羽田＝花巻 ★
・2/15：２往復増便（95×2）
・2/18～24：２往復増便（95×2）
③羽田＝青森
・2/14：１往復増便（95）
・2/15：２往復増便（165×2）＋１往復大型化（165→261）
・2/17：２往復増便（165、261）＋１往復大型化（95→261）
・2/18～21：２往復増便（165、261）＋１往復大型化（165→261）
・2/22：１往復大型化（165→261）
・2/23：２往復増便（165×2）＋１往復大型化（165→261）
・2/24：１往復増便（165）＋１往復大型化（95→165）
・2/27：１往復大型化（95→165）
④羽田＝三沢
・2/15：１往復増便（165）＋１往復大型化（95→165）
・2/16～19：２往復増便（165×2）＋１往復大型化（95→165）
・2/20～21：２往復増便（165×2）＋１往復大型化（95→165）
・2/22：１往復大型化（95→165）
・2/23：１往復増便（165）＋１往復大型化（95→165）
・2/24～26：１往復大型化（95→165）
⑤羽田＝山形
・2/15：２往復増便（95×2）
・2/16：４往復増便（95×2）⇒１往復欠航
・2/17～21：４往復増便（95×4）
・2/22：２往復増便（95×2）
・2/23：３往復増便（95×3）
・2/24：２往復増便（95×2）
⑥羽田＝秋田
・2/15：１往復増便（95）
・2/17～21：１往復増便（165）
（２）伊丹発着便
①伊丹＝仙台
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・2/14：１往復増便（95）＋１片道大型化（76→95）
・2/15：１往復増便（95）
・2/20：１往復大型化（95→165）
・2/23～24：１往復大型化（95→165）
・2/25：１片道大型化（76→95）
・2/26：２往復大型化（76→95、95→165）
・2/27：１片道大型化（76→95）
②伊丹＝花巻
・2/14：１往復大型化（76→95）
・2/20：１往復増便（76）
③伊丹＝山形
・2/14：１往復大型化（76→95）
（３）札幌発着便
①札幌＝仙台
・2/14：１往復大型化（76→95）
・2/25：１片道大型化（76→95）
・2/26：１往復大型化（76→95）
・2/27：１片道大型化（76→95）
■ＡＮＡ（全日本空輸）
（１）羽田発着便
①羽田＝仙台 ★
・2/14：１往復増便（146）
・2/15：３往復増便（194×3）
・2/16～20：４往復増便（194×4）
・2/21～23：４往復増便（166×2、194×2）
・2/24～27：２往復増便（166×2）
②羽田＝福島 ★
・2/15：１往復増便（166）
・2/16～20：２往復増便（166×2）
③羽田＝秋田
・2/14：１往復増便（194）＋１往復大型化（166→270）
・2/15：１往復増便（166）＋１往復大型化（146→194）
・2/16：１往復増便（166）＋２往復大型化（146→194、120→166）
⇒３往復欠航
・2/17～18：１往復増便（166）＋２往復大型化（146→194、120→166）
・2/19～20：１往復増便（166）＋２往復大型化（120→166）
・2/21～23：１往復増便（166）＋１往復大型化（120→166）
・2/24：２往復大型化（120→166）
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・2/25～26：１往復大型化（120→166）
④羽田＝庄内
・2/14：１往復大型化（120→166）
（２）伊丹発着便
⑤伊丹＝仙台
・2/16～23：１往復増便（74）
■ＳＫＹ（スカイマーク）
①羽田＝仙台
・2/18～22：１往復増便（177）
②神戸＝仙台
・2/17～28：１往復増便（177）
■ＦＤＡ（フジドリームエアラインズ）
①名古屋（小牧）＝花巻
・2/14～15：１往復増便（84）
・2/17～24：１往復増便（84）
②名古屋（小牧）＝山形
・2/24：１往復増便（84）
③神戸＝青森
・2/17～24：１往復増便（84）
■ＩＢＸ（アイベックスエアラインズ）
①伊丹＝仙台
・2/19～23：１往復増便（70）
②伊丹＝福島
・2/19～22：１往復増便（70）
【高速バス】
（１）仙台以南～首都圏の路線
■ＪＲバス東北、ＪＲバス関東、ＪＲバステック、成田空港交通、東日本急行【仙台～
東京線】
・２月 14 日は、６便増便し、計２０便で運行。
・２月 15 日は、１６便増便し、計３０便で運行。
・２月 16 日は、３０便増便し、計４４便で運行。
・２月 17 日は、３１便増便し、計４５便で運行。
・２月 18 日は、２３便増便し、計３７便で運行。
・２月 19 日は、２２便増便し、計３６便で運行予定。
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■宮城交通、京王バス【仙台～新宿線】
・２月 15 日から 18 日まで、４便増便し、計４便で運行。
・２月 19 日から 23 日まで、４便増便し、計４便で運行予定。
■東北急行バス【仙台～東京線】
・２月 14 日は、３便増便し、計７便で運行。
・２月 15 日は、８便増便し、計１２便で運行。
・２月 16 日は、７便増便し、計１１便で運行。
・２月 17 日は、６便増便し、計１０便で運行。
・２月 18 日は、４便増便し、計８便で運行。
・２月 19 日は、１０便増便し、計１４便で運行予定。
■WILLER EXPRESS、ニュープリンス高速バス【仙台／福島～新宿／千葉線】
・２月 14 日は、８便増便し、計１２便で運行。
・２月 15 日は、６便増便し、計１０便で運行。
・２月 16 日は、２０便増便し、計２４便で運行。
・２月 17 日は、２６便増便し、計３０便で運行。
・２月 18 日は、２７便増便し、計３１便で運行。
・２月 19 日は、３２便増便し、計３６便で運行予定。
■桜交通、ＡＴ ＬＩＮＥＲ【仙台～新宿線】
・２月 16 日は、４便増便し、計４便で運行。
・２月 17 日は、３便増便し、計３便で運行。
・２月 18 日は、４便増便し、計４便で運行。
・２月 19 日は、４便増便し、計４便で運行予定。
■ジャムジャムエクスプレス【仙台～東京線】
・２月 14 日は、２便増便し、計４便で運行。
・２月 15 日から 16 日は、２便で運行。
・２月 17 日から 18 日まで、２便増便し、計４便で運行。
・２月 19 日は、２便増便し、計４便で運行予定。
■オー・ティー・ビー（ｵﾘｵﾝﾊﾞｽ）【山形～仙台～東京線】
・２月 16 日から 17 日まで、２便増便し、計２便で運行。
・２月 18 日は、１便増便し、計１便で運行。
・２月 19 日は、１便増便し、計１便で運行予定。
■ＪＲバス東北【山形～東京／新宿線】
・２月 17 日は、２便で運行。
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・２月 18 日は、２便増便し、計４便で運行。
・２月 19 日は、２便増便し、計４便で運行予定。
■福島交通、ＪＲバス東北、ＪＲバス関東【福島・郡山～新宿線】
・２月 14 日は、２便増便し、計６便で運行。
・２月 15 日は、６便増便し、計１０便で運行。
・２月 16 日は、７便増便し、計１１便で運行。
・２月 17 日は、５便増便し、計９便で運行。
・２月 18 日は、４便増便し、計８便で運行。
・２月 19 日は、４便増便し、計８便で運行予定。
■会津乗合自動車【会津若松～新宿線】
・２月 15 日は、４便増便し、計４便で運行。
・２月 16 日から２月 18 日まで、８便増便し、計８便で運行。
・２月 19 日は、８便増便し、計８便で運行予定。
（２）上記以外の路線
■弘南バス【青森～東京線】
・２月 14 日は、１便増便し、計３便で運行。
・２月 15 日から 17 日まで、２便増便し、計４便で運行。
・２月 18 日は、３便増便し、計５便で運行。
・２月 19 日は、４便増便し、計６便で運行予定。
■十和田観光電鉄【八戸～東京線、八戸～仙台線】
・（八戸～東京線） ２月 14 日から 18 日まで、１便増便し、計１便で運行。
２月 19 日は、１便増便し、計１便で運行予定。
・（八戸～仙台線） ２月 14 日から 18 日まで、２便を増便し、計２便で運行。
２月 19 日は、２便増便し、計２便で運行予定。
■ＪＲバス東北【盛岡～仙台線】
・２月 14 日は、５便増便し、計１１便で運行。
・２月 15 日は、１便増便し、計７便で運行。
・２月 16 日は、計２便で運行。（大雪の影響で４便運休。）
・２月 17 日から 18 日まで、計６便で運行。
・２月 19 日は、２便増便し、計８便で運行予定。
■岩手県交通【盛岡～仙台線、盛岡～東京線】
・（盛岡～東京線） ２月 14 日は、１便増便し、計１便で運行。
２月 15 日から 18 日まで、２便増便し、計２便で運行。
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２月 19 日は、２便増便し、計２便で運行予定。
・（盛岡～仙台線） ２月 15 日は、３便増便し、計７便で運行。
２月 16 日から 18 日まで、計４便で運行。
２月 19 日は、５便増便し、計９便で運行予定。
■岩手県北自動車【盛岡～仙台線】
・２月 14 日から 15 日まで、３便増便し、計７便で運行。
・２月 16 日は、１便増便し、計５便で運行。
・２月 17 日は、４便増便し、計８便で運行。
・２月 18 日は、２便増便し、計６便で運行。
・２月 19 日は、２便増便し、計６便で運行予定。
■東日本急行【盛岡～仙台線】
・２月 14 日は、３便増便し、計１３便で運行。
・２月 15 日は、計１０便で運行。
・２月 16 日は、計６便で運行。（大雪の影響で４便運休。）
・２月 17 日から 18 日まで、２便増便し、１２便で運行。
・２月 19 日は、５便増便し、計１５便で運行予定。
■秋北バス【能代～池袋線】
・２月 15 日から 18 日まで、２便増便し、計２便で運行。
・２月 19 日から 22 日まで、２便増便し、計２便で運行予定。
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（参考）各社ホームページ
〇鉄道
JR 東日本：
https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/service.aspx
〇航空
JAL（日本航空）：
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/dom/210214/
ANA（全日本空輸）：
https://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/airinfo/routeinfo/domestic/extra-flight/
SKY（スカイマーク）：
https://www.skymark.co.jp/ja/news/special/dom_1191142.html
FDA（フジドリームエアラインズ）：
https://www.fujidream.co.jp/flight_info/
ＩＢＸ（アイベックスエアラインズ）
https://www.ibexair.co.jp/information/extra-flight.html
〇高速バス
ＪＲバス東北：
https://www.jrbustohoku.co.jp/express/
ＪＲバス関東
http://www.jrbuskanto.co.jp/
ＪＲバステック
https://www.jrbustech.co.jp/wp/highway_bus
成田空港交通
http://nariku.co.jp/index.php
宮城交通
http://www.miyakou.co.jp/top.php
東北急行バス
https://www.tohoku-express.co.jp/
WILLER EXPRESS
https://travel.willer.co.jp/
ニュープリンス高速バス
http://www.npbus.co.jp/
桜交通
https://www.sakurakotsu.com/route/
ジャムジャムエクスプレス
https://jamjamliner.jp/situation.html
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京王バス
https://www.keio-bus.com/news.php?id=3587
オー・ティー・ビー（ｵﾘｵﾝﾊﾞｽ）
https://www.orion-bus.jp/information/20210215.html
福島交通
https://www.fukushima-koutu.co.jp/highway/
会津乗合自動車
https://www.aizubus.com/highway/
弘南バス
http://www.konanbus.com/highway.html
十和田観光電鉄
http://www.toutetsu.co.jp/
岩手県交通
http://www.iwatekenkotsu.co.jp/kousoku.html
岩手県北自動車
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/highway/
東日本急行
http://www.higashinippon.co.jp/highway/index.html
秋北バス
https://shuhokubus-gr.co.jp/
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