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災 害 情 報 

令和５年１月２４日（火）１８：００現在 

近 畿 運 輸 局 

 

 

 

近畿地方の大雪に係る交通機関等の被害状況等について（第２報） 

（注）これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。 

 

 

 

１．近畿運輸局の体制 

 

・令和５年１月２４日 １０：３０現在 近畿運輸局  注意体制（※１） 

 

（※１）各種情報の収集、整理、共有等を行い、円滑な災害対応に備えるための体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：近畿運輸局総務部安全防災・危機管理課（亀岡、長尾） 

電話番号：０６－６９４９－６４１２ 
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２．被害状況等  ＊赤字箇所は、前回情報から更新した箇所です。 

 

●鉄道関係 

■施設被害の状況 

■運休情報 

（運休） 

・ＪＲ西日本 湖西線 近江舞子～近江塩津駅間 24 日 15 時 27 分頃 

・ＪＲ西日本 山陰線 浜坂～東浜駅間     24 日 12 時 16 分頃 

 

（計画運休） 

・ＪＲ西日本 山陰線 園部～福知山駅間    24 日 18 時 45 分頃 

・ＪＲ西日本 山陰線 福知山～城崎温泉駅間  24 日 19 時 13 分頃 

・ＪＲ西日本 山陰線 城崎温泉～浜坂駅間   24 日 19 時 58 分頃 

・ＪＲ西日本 播但線 寺前～和田山駅間    24 日 20 時 30 分頃 

・ＪＲ西日本 舞鶴線 綾部～東舞鶴駅間    24 日 18 時 26 分頃 

・ＪＲ西日本 福知山線 篠山口～福知山駅間  24 日 20 時 47 分頃 

・ＪＲ西日本 加古川線 西脇市駅～谷川駅間  24 日 20 時 47 分頃 

・WILLER TRAINS 宮津線 西舞鶴駅～豊岡駅間  24 日 20 時 53 分頃 

・WILLER TRAINS 宮福線  宮津駅～福知山駅間   24 日 20 時 26 分頃 

 

■再開情報 

 

●自動車関係 

■施設被害の状況 

■運休情報（高速バス）運休  事業者  路線 

  ※別紙のとおり 

 

■再開情報（高速バス） 

■運休情報（路線バス）一部運休  事業者  路線 

■再開情報（路線バス） 

 

●海事関係 

■施設被害の状況 

■運休情報 

・新日本海フェリー 舞鶴～敦賀～新潟～秋田～小樽～苫小牧 一部運休 

＜欠航便＞ 

    小樽発【新潟 行】01/25  あざれあ 17:00 発 

    苫小牧東 発【秋田 行】01/24  らいらっく 19:30 発 
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    苫小牧東 発【新潟 行】01/24  らいらっく 19:30 発 

    苫小牧東 発【敦賀 行】01/24  はまなす 23:30 発 

    秋田 発【新潟 行】01/25  らいらっく 08:35 発 

    秋田 発【苫小牧東 行】01/26  らいらっく 06:15 発 

    新潟 発【秋田 行】01/25  らいらっく 22:30 発 

    新潟 発【小樽 行】01/25  らべんだあ 12:00 発 

    新潟 発【苫小牧東 行】01/25  らいらっく 22:30 発 

     敦賀 発【苫小牧東 行】01/24  あかしあ 23:55 発（報告済み） 

      舞鶴 発【小樽 行】01/25  それいゆ 23:50 発 

・大阪市（港湾局） 木津川渡 運休（舵故障によるもの） 

・大阪市（建設局） 船町渡 運休 

 

■再開情報 

 

●物流関係 

 

●観光関係 

別紙 

■高速バス関係                             

 ・運休 ７事業者 ２６路線                        

 ・一部運休 １事業者 １路線 ※迂回は一部運休に含まれます。          

事業者名 路線（方面）名 被害状況 備考（運行休止区間等） 

南海バス 大阪-長岡線 運休（1/24-25） 京都・大阪⇔長岡・三条  

南海バス 大阪ー徳島線 運休（1/24） 大阪なんば⇔徳島駅 

阪急観光バス 大阪・京都－富山線 運休（1/24-25） 
USJ・大阪梅田・京都 

⇔富山駅 

阪急観光バス 大阪－福井線 運休（1/24） 大阪梅田⇔福井駅 

阪急観光バス 大阪ー徳島線 運休（1/24） 大阪なんば⇔徳島駅 

京阪バス 京都－米子線 運休（1/24） 京都駅⇔米子駅 
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京阪バス 京都－高松線 運休（1/24） 京都駅⇔高松駅 

京阪バス 
大阪・京都－柏崎・長岡・三条

線 
運休（1/24-25） JR 堺市駅⇔東三条駅前 

京阪バス 京都－徳島線 運休（1/24） 京都駅⇔徳島駅 

西日本ジェイアールバ

ス 

京阪神－東京線 

7，8，9，10 号 

グラン昼特急号（※） 

運休（1/24） 

※運休（1/25） 
昼行便 

西日本ジェイアールバ

ス 

北陸道グラン昼特急大阪 1，2

号 

以外のすべての便 

運休（1/24） 

大阪駅・京都駅 

⇔福井駅・金沢駅・富山

駅・和倉温泉 

西日本ジェイアールバ

ス 
京阪神－東京線 運休（1/24） 

三宮 BT・京都駅・大阪駅 

⇔東京駅・TDK 

西日本ジェイアールバ

ス 
大阪－金沢線 運休（1/24） 大阪駅⇔金沢駅 

西日本ジェイアールバ

ス 
大阪－長野線 運休（1/24） 大阪駅⇔軽井沢駅 

西日本ジェイアールバ

ス 

阿波エクスプレス京都号阿波エ

クスプレス大阪号 
運休（1/24） 京都・大阪⇔徳島 

西日本ジェイアールバ

ス 

高松エクスプレス京都号 

高松エクスプレス神戸号 
運休（1/24） 京都・大阪・神戸⇔高松 

西日本ジェイアールバ

ス 
大阪・京都－浜田・江津線 運休（1/24） 京都・大阪⇔浜田・江津 

神姫バス 神戸－高知線 運休（1/24） 神戸三宮⇔桟橋高知 

神姫バス 神戸－松山線 
一部運休

（1/24） 
神戸三宮⇔松山室町 

明光バス 
白浜東京線 

（ホワイトビーチシャトル号） 

運休（1/24） 

運休（1/25） 

白浜→東京 

東京→白浜 



【機密性２】  

                                R5.1.24_安全防災・危機管理課_防災_３年 

WILLER 関東ー関西線 運休（1/24-25） 関東⇔関西 

WILLER 関西－新潟線 運休（1/23-26） 関西⇔新潟 

WILLER 関西ー静岡線 運休（1/24） 関西⇔静岡 

WILLER 関西ー愛知線 運休（1/24-25） 

関西⇔愛知 

※1/24 一部の便（乗降

地制限） 

WILLER 関西ー広島線 運休（1/24-25） 関西⇔広島 

WILLER 関西－出雲線 運休（1/23-26） 関西⇔出雲 

WILLER 関西ー松山線 運休（1/24） 関西⇔松山 

WILLER 関西ー九州線 運休（1/23-27） 関西⇔九州 

 


