
 

                                                                            

  

福井地区での水害の影響による今後の運転計画について 
このたびの福井地区での水害により、北陸本線 敦賀～武生駅間において運転見合わせが発生してお

り、ご利用のお客様にはご不便をおかけしていることをお詫び申し上げます。 

被災状況と８月８日以降の北陸エリアの運転計画は以下のとおりです。なお今後の復旧作業・道路状

況・気象状況により、計画に変更が発生する可能性があります。 

 

１．被災状況 

 北陸本線（福井県南条郡南越前町付近）において７箇所の被害（8/6の発表から１箇所追加）が確認さ

れました。主な被災状況は別紙をご覧ください。 

 

２．運転計画 

■北陸本線 

復旧作業のため、敦賀～武生駅間は８月 10 日まで運転を見合わせ、８月 11 日の始発から運転を再開

します。 

 

 

・今後の運転計画（８月 10日まで） 

【普通列車】 

敦賀～武生駅間は、始発から最終列車まですべての列車の運転を取り止めます。 

福井～金沢駅間は、始発から通常運行の予定です。 

武生～福井駅間は始発から通常運行の予定ですが、一部列車に運転取り止めが発生する場合がありま

す。 

 

【特急列車（サンダーバード・しらさぎ）】 

特急サンダーバード号は、始発から最終列車まですべての列車の運転を取り止めます。 

特急しらさぎ号は、始発から最終列車まですべての列車の運転を取り止めます。 

  

 【特急列車（ダイナスター）】 

 福井～金沢駅間は、通常運行する２往復に加え、臨時特急ダイナスター号を 21本運転します。 

 ※臨時ダイナスター号の運転時刻、停車駅については、下記３ページ目に記載しています。 

 

 【特急列車（おはようエクスプレス、おやすみエクスプレス）】 

８月８日、９日、10 日、特急おはようエクスプレス号ならびに特急おやすみエクスプレス号は福井～

金沢駅間で運転をいたします。敦賀～福井駅間は運転を取り止めます。 

 

 

■七尾線 

 普通列車、特急列車とも始発から通常運行の予定です。気象状況により一部の列車に遅れや運転休

止が発生する場合があります。 

 

 

■その他の線区（北陸新幹線、小浜線、越美北線、氷見線、城端線、高山本線、大糸線） 

始発から通常運行の予定です。気象状況により一部の列車に遅れや運転休止が発生する場合がありま

す。 

 

 



３．その他 

・不通区間のバス等による代行輸送は行いません。 

・きっぷの取り扱いについて 

運行不能区間を含むきっぷや運休列車に関わるきっぷについては、有効期間の変更や無手数料での払

いもどしを行いますので、お近くのＪＲの駅にきっぷをお持ちください。 

また、ｅ 5489でご予約の場合は、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。 

 

なお、８月９日までの「サンダーバード号、しらさぎ号」に有効なきっぷをすでにお持ちのお客様は、

以下の経路をご利用になることができます。 

「金沢駅～北陸新幹線～東京～東海道新幹線～名古屋・大阪方面」 

「金沢駅～北陸新幹線～高山線～岐阜・名古屋～東海道線・東海道新幹線～京都・大阪方面」 

「金沢駅～北陸新幹線～長野～中央線・名古屋～東海道線・東海道新幹線～京都・大阪方面」 

※ただし、実際にご乗車になる経路の特急券は別途必要です。（既にお持ちの特急券は払いもどしいた

します。） 

 

※８月 10日の「サンダーバード号、しらさぎ号」に有効なきっぷをすでにお持ちのお客様については、

調整が出来次第ご案内させて頂きます。 

 

ご利用のお客様にはご不便をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。 

 

今後の気象情報や運行情報にご注意ください。最新の運転状況等はホームページや Twitter もご覧く

ださい。 

 ホームページ  

 
JR 西日本企業ホームページ https://www.westjr.co.jp/ 

 公式 Twitter アカウント  

 
JR 西日本列車運行情報（ 新 幹 線 ）【公式】 

https://twitter.com/jrwest_Shinkan 

（＠jrwest_Shinkan） 

 
JR 西日本列車運行情報（在来線特急）【公式】 

https://twitter.com/jrwest_Express 

（＠jrwest_Express） 

 
JR 西日本列車運行情報（北陸エリア）【公式】 

https://twitter.com/jrwest_Hokuriku 

（＠jrwest_Hokuriku） 

 

 

 

以上 



金沢方面
福井駅発 途中停車駅 金沢駅着

ダイナスター７１号 9:38 芦原温泉・加賀温泉・小松 10:25
ダイナスター７３号 10:32 芦原温泉・加賀温泉・小松 11:18
ダイナスター７５号 11:36 芦原温泉・加賀温泉・小松 12:22
ダイナスター７７号 12:35 芦原温泉・加賀温泉・小松 13:21
ダイナスター７９号 13:38 芦原温泉・加賀温泉・小松 14:24
ダイナスター８１号 14:37 芦原温泉・加賀温泉・小松 15:26
ダイナスター８３号 15:40 芦原温泉・加賀温泉・小松 16:29
ダイナスター８５号 16:37 芦原温泉・加賀温泉・小松 17:26
ダイナスター８７号 18:00 芦原温泉・加賀温泉・小松 18:47
ダイナスター８９号 19:00 芦原温泉・加賀温泉・小松・松任 19:49

福井方面
金沢駅発 途中停車駅 福井駅着

ダイナスター６８号
※8/8・9・10運転 7:14 松任・小松・加賀温泉・芦原温泉 8:02
ダイナスター７０号 8:15 松任・小松・加賀温泉・芦原温泉 9:04
ダイナスター７２号 9:02 小松・加賀温泉・芦原温泉 9:48
ダイナスター７４号 9:54 小松・加賀温泉・芦原温泉 10:41
ダイナスター７６号 11:24 小松・加賀温泉・芦原温泉 12:11
ダイナスター７８号 12:14 小松・加賀温泉・芦原温泉 13:04
ダイナスター８０号 13:20 小松・加賀温泉・芦原温泉 14:07
ダイナスター８２号 14:20 小松・加賀温泉・芦原温泉 15:07
ダイナスター８４号 15:19 小松・加賀温泉・芦原温泉 16:06
ダイナスター８６号 16:29 松任・小松・加賀温泉・芦原温泉 17:20
ダイナスター８８号 17:48 小松・加賀温泉・大聖寺・芦原温泉 18:36

福井駅ー金沢駅間 特急ダイナスター号臨時運転のお知らせ
８月６日～８月１０日
特急ダイナスター号の臨時列車を運転いたします。

※全車自由席（1号車はグリーン席）

※全車自由席（1号車はグリーン席） 西日本旅客鉄道株式会社



2022年8月6日撮影

斜面崩壊、道床流出、土砂流入

斜面崩壊、土砂流入

冠水、道床流出、土砂流入

冠水

斜面崩壊

冠水、土砂流入

①北陸トンネル福井方面出口

④今庄駅 ⑥山王川橋梁

②今庄トンネル敦賀方面出口
③北陸道踏切

⑤湯尾トンネル敦賀方面出口

2022年8月5日撮影
2022年8月5日撮影

2022年8月5日撮影 2022年8月5日撮影

2022年8月5日撮影

至 敦賀駅

至 福井駅

南今庄駅

湯尾駅今庄駅

2022年8月6日撮影

土砂流入

⑦南今庄駅付近

北陸本線（福井県南条郡南越前町付近）の主な被災状況別紙
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