平成２７年９月１６日
北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社

北海道新幹線設備切替に伴う列車の運休について

北海道新幹線開業準備の最終段階として、開業直前に予定されている「地上設備最終切替」
の「事前確認」を実施するため、平成28年１月１日に青函トンネルを走行するすべての旅客列
車を運休します。
このたび、「事前確認」に伴う、平成27年12月31日～平成28年１月２日の運行計画が決まり
ましたのでお知らせします。
１ 「事前確認」に伴い運休となる列車
(1) 津軽海峡線列車
平成27年12月31日
平成28年１月１日

青森発･札幌発 急行｢はまなす｣(１往復)
新青森発・函館発 特急｢ｽｰﾊﾟｰ白鳥｣｢白鳥｣全列車(10往復)
青森発･札幌発 急行｢はまなす｣(１往復)

全区間運休
全区間運休
全区間運休

(2) 江差線普通列車
平成27年12月31日
平成28年１月１日
平成28年１月２日

木古内～函館間 始発駅を21時以降に出発する全列車運休(４本)
木古内～釜谷間 全列車運休(18本)・釜谷～函館間 一部列車運休(12本)
木古内発函館行 始発列車運休(１本)

(3) 津軽線普通列車
平成28年１月１日

蟹田～三厩間

全列車運休(10本)

※詳細は別紙をご覧ください。
２ 「地上設備最終切替」に伴う列車の運休について
新幹線開業４日前の平成28年３月22日未明に「地上設備最終切替」
を行います。以降は新幹線開業まで青函トンネルを通る旅客列車を 日
運転できないことから、平成28年３月22日から３月25日までの４日 13
20
間はすべての旅客列車を運休させていただきます。
27
なお、詳しい運転計画については決まり次第お知らせします。

３月

運休期間

月 火 水 木 金 土
14 15 16 17 18 19
21 2 2 2 3 2 4 2 5 26
28 29 30 31 新幹線開業日

３ お客様へのお願い
列車の運休によりお客様にはご不便をおかけしますが、新幹線開業に向けた最終の作業、
確認であり、趣旨をご理解くださいますようお願いします。当日、北海道～本州間はフェ
リーや航空機など他の交通機関をご利用くださいますようお願いします。

別 紙
１．「地上設備最終切替」の事前確認に伴う運行計画
「地上設備最終切替」の事前確認実施に伴い、平成27年12月31日21時頃～平成28年１月２日６時頃まで
の間に、旅客列車の運休、時刻変更等が発生するためお知らせいたします。
特に、１月１日は終日運行できなくなる区間があり、運休する列車も多くなります。 ご利用のお客様にはご
不便をお掛けいたします。

【平成28年1月1日の輸送体系イメージ】
函館本線

新函館北斗

～
～
～～
函館

北海道新幹線
（開業予定）
江差線

江差線 釜谷～函館間
一部列車運休
木古内～釜谷間
全列車運休、一部バス代行

釜谷

木古内

地上設備最終切替に伴い旅客
列車が運行できなくなる区間

津軽線 三厩～蟹田間
全列車運休、一部バス代行

三厩

「はまなす」
札幌～青森間運休

新中小国
信号場

蟹田
津軽線

青森

「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」
新青森～函館間
全列車運休（10往復）

青い森鉄道

新青森

奥羽本線

東北新幹線

青森～新青森間
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※ 「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」と同じ
時刻で普通列車を運転

2．運休及びバス代行等の運行計画概要

（１） 特急「スーパー白鳥」「白鳥」 （新青森～函館）
・１月１日は全列車運休となります。
（２） 急行「はまなす」 （青森～札幌）
・１２月３１日、１月１日は札幌発、青森発ともに運休となります。
（３） 江差線普通列車 （木古内～函館）
・１２月３１日～１月２日までの一部列車が運休となります。
・一部区間で代行バスを運行いたします。
（４） 津軽線普通列車 （青森～三厩）
・１月１日の蟹田～三厩間は全列車運休となり、代行バスを運行いたします。
・１２月３１日～１月２日まで、青森～蟹田間の一部列車は、時刻を変更して運転いたします。
（５） 奥羽本線普通列車 （青森～新青森）
・１月１日は特急「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」の運休に伴い、青森～新青森間で臨時列車を運転いたします。

3．日別の運行計画
１２月３１日の運行計画について
特急 「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」
急行 「はまなす」
■運休となる列車
・急行「はまなす」
下り （青森発基準）

普通列車
江差線 （木古内～函館間）
■運休となる列車 [運休区間]
下り （上磯発 函館行き）
上磯

22:28発 [上磯-函館]

青森 22:18発 札幌 翌日6:07着
上り （函館発 上磯・木古内行き）
上り （札幌発基準）
札幌 22:00発 青森 翌日 5:39着

函館

21:18発 [函館-木古内]

函館

21:55発 [函館-上磯]

函館

23:17発 [函館-木古内]

■臨時バスによる運行 （注１）
【函館～木古内間】
函館
22:00発 木古内行き
のバスを運行いたします
※下りのバスはありません

（注1）バスの運行時刻につきましては、駅頭掲示等でご確認ください。

津軽線（青森～三厩間）
■青森～蟹田間、一部の列車が
時刻を変更して運転いたします

１月１日の運行計画について
特急 「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」
急行 「はまなす」

普通列車
江差線 （木古内～函館間）

津軽線（青森～三厩間）

■運休となる列車
■運休となる列車 [運休区間]
■運休となる列車 [運休区間]
・特急「スーパー白鳥」「白鳥」
下り （木古内発 函館行き）
下り （青森・蟹田発 三厩行き）
下り （新青森発 函館行き）
木古内 6:03発 [木古内-函館]
蟹田
7:07発 [蟹田-三厩]※
新青森 8:03発
白鳥93号 木古内 7:11発 [木古内-函館]
蟹田 11:21発 [蟹田-三厩]※
新青森 9:12発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥95号 木古内 8:20発 [木古内-函館]
蟹田 14:19発 [蟹田-三厩]※
新青森 10:17発
ｽｰﾊﾟｰ白鳥 1号 木古内 9:22発 [木古内-釜谷]※ 青森 15:24発 [蟹田-三厩]※
新青森 11:30発
ｽｰﾊﾟｰ白鳥 5号 木古内 12:28発 [木古内-釜谷]※ 蟹田 18:59発 [蟹田-三厩]
※蟹田－三厩間は、代行バスを
新青森 12:46発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥11号 木古内 15:12発 [木古内-釜谷]※
運行いたします（注２）
新青森 14:51発
白鳥17号 木古内 16:35発 [木古内-函館]
新青森 15:39発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥19号 木古内 18:57発 [木古内-函館]
新青森 16:53発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥21号 木古内 20:23発 [木古内-函館]
上り (三厩発 蟹田・青森行き)
※ 木古内－釜谷間は、代行バスを
新青森 18:53発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥25号
三厩
6:10発 [三厩-蟹田]
運行いたします（注２）
新青森 19:47発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥27号
三厩
7:53発 [三厩-蟹田]※
三厩 12:46発 [三厩-蟹田]※
上り （函館発 新青森行き）
上り （函館発 木古内行き）
三厩 15:19発 [三厩-蟹田]※
函館
7:24発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥14号 函館
6:53発 [函館-木古内]
三厩 17:47発 [三厩-蟹田]※
※三厩－蟹田間は、代行バスを
函館
8:08発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥16号 函館 10:27発 [釜谷-木古内]※
運行いたします（注２）
函館
10:21発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥20号 函館 13:23発 [釜谷-木古内]※
函館
11:19発
白鳥22号 函館 15:01発 [函館-木古内]
函館
12:04発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥24号 函館 16:22発 [釜谷-木古内]※
函館
14:03発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥28号 函館 17:34発 [函館-木古内]
■青森～蟹田間、一部の列車が
函館
15:56発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥34号 函館 19:36発 [函館-木古内]
時刻を変更して運転いたします
函館
17:07発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥38号 函館 21:18発 [函館-木古内]
函館
18:21発
白鳥96号 函館 23:17発 [函館-木古内]
※ 釜谷－木古内間は、代行バスを
奥羽本線（青森～新青森間）
函館
19:32発 ｽｰﾊﾟｰ白鳥98号
運行いたします（注２）

・急行「はまなす」
下り（青森発基準）
青森 22:18発 札幌 翌日 6:07着

■臨時列車の運転
【青森～新青森間】
「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」と同時刻
で普通列車を運転いたします

上り（札幌発基準）
札幌 22:00発 青森 翌日 5:39着

（注２）代行バスの運行時刻につきましては、駅頭掲示等でご確認ください。

１月２日の運行計画について
特急 「ｽｰﾊﾟｰ白鳥」「白鳥」
急行 「はまなす」
■通常運転いたします

普通列車
江差線 （木古内～函館間）
■運休となる列車 [運休区間]
下り （木古内発 函館行き）
木古内 6:03発 [木古内-函館]

津軽線（青森～三厩間）
■青森～蟹田間、一部の列車が
時刻を変更して運転いたします

※本資料内の運行計画は平成２７年９月現在計画しているものですので、変更する場合があります。

