
 

 

2 0 2 3 年 1 月 3 0 日 

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

盛 岡 支 社 

 

昼間集中工事の実施に伴う列車の運休について 
 

 

 

 

 

 

 

１ 大船渡線 

（１）実施期間 

2023年 4月 4日(火)～7日(金)、4月 25日（火）～27日（木）  ※計 7日間 

 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね 8時から 16時頃までの上下 8本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運

転します。なお、運休となる列車の代行輸送は実施しません。 

 

①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 323D 千厩駅 8:15発 気仙沼駅 8:45着 一ノ関駅～千厩駅間は運転 

普通 325D 一ノ関駅 10:17発 気仙沼駅 11:45着  

普通 329D 一ノ関駅 12:46発 気仙沼駅 14:10着  

普通 331D 一ノ関駅 14:17発 気仙沼駅 15:41着  

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 328D 気仙沼駅 9:14発 一ノ関駅 10:33着  

普通 330D 気仙沼駅 10:46発 一ノ関駅 12:06着  

普通 332D 気仙沼駅 12:23発 一ノ関駅 13:42着  

普通 334D 気仙沼駅 14:21発 一ノ関駅 15:40着  

   

②臨時に運転する列車 

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

普通 9328D 千厩駅 8:22発 一ノ関駅 9:14着 各駅停車 

 

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社では、保守作業等の効率化や作業環境の改善による働き方改

革の実現を目的に、大船渡線、釜石線、山田線、花輪線、八戸線、大湊線で列車の運休を伴う昼

間集中工事を行います。 

工事期間中は列車の運休を伴うため、ご利用のお客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解

とご協力をお願いいたします。 

 



２ 釜石線 

（１）実施期間 

2023年 4月 25日(火)～27日(木)、5月 23日（火）～5月 26日（金）  ※計 7日間 

 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね９時から 17時頃までの上下８本の列車を運休しますが、盛岡～遠野駅間で８

本の臨時列車を運転します。なお、遠野～釜石駅間の代行輸送は実施しません。 

 

①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

快速はまゆり 1号 3621D 盛岡駅 8:40発 釜石駅 10:52着  

普通 655D 花巻駅 9:49発 釜石駅 12:07着  

快速はまゆり 

53号 

5523D 

3623D 

盛岡駅 11:26発 

花巻駅 12:10発 

花巻駅 12:05着 

釜石駅 13:58着 
 

普通 657D 花巻駅 14:40発 釜石駅 16:41着  

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 658D 釜石駅 9:02発 花巻駅 11:20着  

快速はまゆり 

54号 

3624D 

5524D 

釜石駅 11:28発 

花巻駅 13:15発 

花巻駅 13:10着 

盛岡駅 13:55着 
 

普通 660D 釜石駅 12:09発 花巻駅 14:10着  

快速はまゆり 6号 3626D 釜石駅 14:18発 盛岡駅 16:39着  

  

  ②臨時に運転する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事・途中停車駅 

快速 9621D 盛岡駅 8:40発 遠野駅 10:06着 矢幅・花巻・新花巻・土沢・宮守 

普通 9655D 花巻駅 9:49発 遠野駅 10:52着 各駅停車 

普通 

快速 

9523D 

9623D 

盛岡駅 11:26発 

花巻駅 12:10発 

花巻駅 12:05着 

遠野駅 13:04着 

・盛岡～花巻間は各駅停車 

・花巻～遠野間は新花巻・土沢・

宮守に停車 

※盛岡～遠野間直通運転 

普通 9657D 花巻駅 14:00発 遠野駅 15:04着 各駅停車 

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事・途中停車駅 

普通 9658D 遠野駅 10:15発 花巻駅 11:20着 各駅停車 

快速 

普通 

9624D 

9524D 

遠野駅 12:18発 

花巻駅 13:16発 

花巻駅 13:11着 

盛岡駅 13:56着 

・遠野～花巻間は宮守・土沢・新

花巻に停車 

・花巻～盛岡間は各駅停車 

※遠野～盛岡間直通運転 

普通 9660D 遠野駅 13:09発 花巻駅 14:11着 各駅停車 

快速 9626D 遠野駅 15:10発 盛岡駅 16:39着 
鱒沢・宮守・土沢・新花巻・花

巻・矢幅 



３ 山田線 

（１）実施期間 

2023年 3月 28日(火)～31日(金)、4月 4日(火)～7日(金)、5月 16日（火）～19日（金） 

                                   ※計 12日間 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね 9時から 16時頃までの上下 3本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運

転します。なお、運休となる列車の代行輸送は実施しませんが、岩手県北バスの 106急行バス並行

区間においては同バスへの振替輸送をご利用いただけます。振替輸送をご利用の際は、乗車券または定

期券を係員までご申告ください。 

 

①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

快速リアス 3637D 盛岡駅 11:09発 宮古駅 13:30着  

快速リアス 3639D 盛岡駅 13:12発 宮古駅 15:31着  

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

快速リアス 3636D 宮古駅 9:19発 盛岡駅 11:41着  

    ※振替輸送にご利用いただける 106急行バスは、【上り】宮古発（9:45）→盛岡着（11:25）、 

     【下り】盛岡発（11:40）→宮古着（13:20）、盛岡発（14:45）→宮古着（16:25）となりま 

すが、当該バスが満席の場合、次便にご乗車いただく場合もございます。 

 

②臨時に運転する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

快速 9639D 盛岡駅 15:30発 宮古駅 18:02着 
上盛岡・山岸・上米内・川内 

・陸中川井・茂市・千徳 

 

４ 花輪線 

（１）実施期間 

2023年 3月 28日(火)～31日(金)  ※計 4日間 

 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね 10時から 17時頃までの上下 5本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運

転します。なお、運休となる列車の代行輸送は実施しません。 

2022年 8月の大雨による被害で運転を見合わせている鹿角花輪～大館間の代行バスの運転は継

続して実施します。 

  ①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 1927D 好摩駅 10:19発 荒屋新町駅 11:10着 
盛岡駅～好摩駅間（IGRい

わて銀河鉄道線）は運転 

普通 1931D 好摩駅 13:00発 鹿角花輪駅 14:31着 
盛岡駅～好摩駅間（IGRい

わて銀河鉄道線）は運転 



（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 1930D 荒屋新町駅 11:19発 好摩駅 12:08着 
好摩駅～盛岡駅間（IGRい

わて銀河鉄道線）は運転 

普通 1932D 鹿角花輪駅 11:47発 好摩駅 13:25着 
好摩駅～盛岡駅間（IGRい

わて銀河鉄道線）は運転 

普通 1934D 鹿角花輪駅 14:36発 盛岡駅 16:33着  

 

②臨時に運転する列車 

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

普通 9934D 鹿角花輪駅 16:19発 盛岡駅 18:24着 各駅停車 

 

５ 八戸線 

（１）実施期間 

2023年 4月 4日(火)～6日(木)、5月 30日（火）～6月 1日（木）  ※計 6日間 

 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね 9時から 16時頃までの上下 6本の列車を運休しますが、2本の臨時列車を運

転します。また、一部の列車で時刻を変更して運転します。なお、運休となる列車の代行輸送は実施

しません。 

 

  ①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 435D 鮫駅 9:50発 久慈駅 11:10着 八戸駅～鮫駅間は運転 

普通 441D 八戸駅 12:24発 久慈駅 14:09着  

普通 445D 八戸駅 14:25発 久慈駅 16:09着  

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 436D 久慈駅 9:16発 鮫駅 10:38着 鮫駅～八戸駅間は運転 

普通 442D 久慈駅 11:11発 八戸駅 12:55着  

普通 446D 久慈駅 13:03発 八戸駅 14:45着  

 

  ②時刻を変更する列車 

列車番号  鮫発 白銀発 陸奥湊発 小中野発 本八戸発 長苗代発 八戸着 

1440D 
変更前 12:01 12:05 12:08 12:11 12:14 12:18 12:23 

変更後 12:30 12:33 12:39 12:42 12:46 12:50 12:55 

 

③臨時に運転する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

普通 9445D 八戸駅 13:56発 鮫駅 14:23着 各駅停車 

 



（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 途中停車駅 

普通 9446D 鮫駅 14:31発 八戸駅 14:52着 各駅停車 

 

６ 大湊線 

（１）実施期間 

2023年 6月 6日(火)～9日(金)、6月 13日（火）～16日（金）  ※計 8日間 

 

（２）運休列車等 

工事期間中は概ね 8時から 15時頃までの上下 6本の列車を運休します。なお、運休となる列車

の代行輸送は実施しません。 

  

①運休する列車 

（下り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

普通 223D 野辺地駅 8:06発 大湊駅 9:08着  

快速しもきた 3225D 野辺地駅 10:22発 大湊駅 11:13着 
八戸駅～野辺地駅間 

（青い森鉄道線）は運転 

普通 229D 野辺地駅 13:00発 大湊駅 14:02着  

（上り） 

列車種別 列車番号 発駅・発時刻 着駅・着時刻 記事 

快速しもきた 3228D 大湊駅 10:22発 野辺地駅 11:13着 
野辺地駅～八戸駅間 

（青い森鉄道線）は運転 

快速しもきた 3230D 大湊駅 11:48発 野辺地駅 12:39着  

普通 234D 大湊駅 14:13発 野辺地駅 15:14着  

 


