
 
 

 
2 0 2 0 年 1 0 月 ５ 日 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

山口線における昼間時間帯の集中工事の代行バス時刻等のお知らせについて 

 

 山口線において実施する、昼間時間帯の集中工事による列車の運休に伴う代行輸送の詳細が決ま

りましたのでお知らせいたします。 

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

運休区間 日原～津和野 津和野～徳佐 

実施日 2020 年 11 月 5 日（木）、6 日（金） 
2020 年 10 月 6 日（火）～9 日（金） 

2020 年 11 月 2 日（月）、4 日（水） 

運休列車時刻 

代行バス時刻 
別紙１－１参照 

※特急スーパーおき３・４号は運休しません。 
別紙１－２参照 

※特急スーパーおき３・４号は運休しません。 

代行バスのりば 
別紙２－１参照 別紙２－２参照 

列車時刻変更  別紙３参照 

乗車方法 バスの乗降時にＪＲの乗車券類(定期券、回数券、普通乗車券等)をご提示下さい。 

 

 

 



別紙１-1

    JR西日本をご利用くださいましてありがとうございます。JR西日本では、山口線の一部列

車を運休して、線路設備改良工事を実施いたします。ご利用のお客様に大変ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解とご協力をお願い致します。

    なお、実施日・運休列車等は次のとおりです。

実施日 　2020年11月5日（木）、11月6日（金）

◆津和野～日原駅間

下り

上り

○代行バスの乗降場所は駅から距離のある箇所もあります。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。

○代行バスには、JRの乗車券類（定期券、回数券、普通乗車券等）でご乗車ください。

○バスの運行は、道路事情等により、予定時刻通りに運行ができないことがあります。また、代行バスから列車への

　接続は行っておりません。予めご了承ください。

山口線一部列車運休及び代行バスについてのお知らせ

JR西日本

2546D 2552D

日原 発 11:53 16:43

青野山 発 12:01 16:51

津和野 着 12:05 16:55

運休列車

駅名 運休列車 運休列車

2539D 2545D 2549D

津和野 発 11:09 15:18 16:56

青野山 発 11:14 15:22 17:01

日原 着 11:20 15:29 17:08

運休列車

運休列車

駅名 運休列車 運休列車
山口 発 9:39 14:02 15:41

上山口 発 9:42 14:05 15:44

宮野 発 9:45 14:09 15:47

仁保 発 9:52 14:19 15:54

篠目 発 10:18 14:33 16:08

長門峡 発 10:23 14:37 16:13

渡川 発 10:27 14:41 16:17

三谷 発 10:37 14:46 16:24

名草 発 10:41 14:50 16:28

地福 発 10:46 14:54 16:32

鍋倉 発 10:49 14:58 16:36

徳佐 発 10:54 15:03 16:41

船平山 発 10:58 15:07 16:45

津和野 着 11:09 15:17 16:55

津和野 発

青野山 発

日原 着

11:17 15:25 17:13

11:24 15:32 17:20

11:33 15:41 17:29

2549D

山口発

津和野行き

代行バス駅名/臨時列車

2539D

山口発

津和野行き

代行バス

2545D

山口発

津和野行き

代行バス

益田 発 11:24 16:15

本俣賀 発 11:30 16:21

石見横田 発 11:37 16:28

東青原 発 11:42 16:33

青原 発 11:47 16:37

日原 着 11:53 16:43

日原 発

青野山 発

津和野 着

12:11 17:01

12:17 17:07

12:01 16:51

駅名/臨時列車

2546D

益田発

日原行き

代行バス

2552D

益田発

日原行き

代行バス



別紙1-2

    JR西日本をご利用くださいましてありがとうございます。JR西日本広島支社では、山口線の一部列車を

運休して、線路設備改良工事を実施します。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。なお、実施日・運休列車等は以下のとおりです。

◆津和野～徳佐駅間

上り

下り

○代行バスへの乗降場所は駅から距離のある箇所もあります。詳しくは、最寄りの駅にお問い合わせください。

○代行バスには、JRの乗車券類（定期券、回数券、普通乗車券等）でご乗車ください。

○代行バスは道路事情等により予定時刻通りに運行ができないことがあります。また、代行バスから列車への

　接続は行っておりません。予めご了承ください。

JR西日本

　　　　②2020年11月2日（月）、4日（水）

山口線一部列車運休についてのお知らせ

　　　　①2020年10月6日（火）～9日（金）
実施日

2542D 2546D 2552D

津和野 着 津和野駅始発 12:05着 16:55着

津和野 発 10:04 12:06 16:56

船平山 発 10:17 12:18 17:09

徳佐 着 10:20 12:22 17:12

運休列車 運休列車 運休列車

運休列車

駅名

2539D 2545D 2549D

徳佐 着 10:54着 15:02着 16:40着

徳佐 発 10:54 15:03 16:41

船平山 発 10:58 15:07 16:45

津和野 着 11:09 15:17 16:55

駅名 運休列車 運休列車 運休列車

運休列車

益田 発 11:24 16:15

本俣賀 発 11:30 16:21

石見横田 発 11:37 16:28

東青原 発 11:42 16:33

青原 発 11:47 16:37

日原 発 11:53 16:43

青野山 発 12:01 16:51

着 津和野始発 12:05 16:56

発 10:04 12:13 17:18

船平山 発 10:23 12:32 17:37

徳佐 着 10:28 12:37 17:42

津和野

代行バス

2552D

益田発

津和野行き

代行バス駅名/臨時列車

2546D

益田発

津和野行き

代行バス

山口 発 9:39 14:02 15:41

上山口 発 9:42 14:05 15:44

宮野 発 9:45 14:09 15:47

仁保 発 9:52 14:19 15:54

篠目 発 10:18 14:33 16:08

長門峡 発 10:23 14:37 16:13

渡川 発 10:27 14:41 16:17

三谷 発 10:37 14:46 16:24

名草 発 10:41 14:50 16:28

地福 発 10:46 14:54 16:32

鍋倉 発 10:49 14:58 16:36

着 10:54 15:02 16:40

発 11:02 15:10 16:48

船平山 発 11:08 15:16 16:54

津和野 着 11:26 15:34 17:12

駅名/臨時列車 代行バス

2545D

山口発

徳佐行き

代行バス

2549D

山口発

徳佐行き

代行バス

2539D

山口発

徳佐行き

徳佐



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

津和野駅

津和野駅

至船平山至青野山

駅入口正面に停まります

バス
のりば

別紙２－１



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

津和野川

青野山駅

至日原

津和野駅行き
国道９号線「直地」バス停まで
約５００メートル
７分ほどかかります。

国道９号線

バス
のりば

青野山駅

津和野駅行き代行バス乗り場

バス
のりば

至津和野

スロープを上がって左へ

了徳寺

保育園

日原駅行き代行バス乗り場

「直地」バス停

日原駅行き
国道９号線「直地」バス停まで
約６５０メートル
９分ほどかかります。



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

日原駅

日原駅

至青野山至青原

駅入口正面に停まります

バス
のりば



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

徳佐駅

徳佐駅

至鍋倉 至船平山

国道９号線

駅を出て左側に止まります

バス
のりば

別紙２－２



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

船平山駅

駅を出て左へ

右へ

至山口至津和野
船平山駅

国道９号線

←至津和野 至山口→

左へ

和布刈
神社

亀山
八幡宮

右へ

バス
のりば

バス停

交差点を右へ

亀山交差点

「亀山」バス停

バス停までおよそ2キロメー
トル、約３０分かかります。



鉄道代行バスのりばのご案内

ご利用の際には、事前にＪＲの普通乗車券、定期券、回数券等
をお買い求め下さい。
※イコカカード等のＩＣカードはご利用いただけません。

ＪＲ西日本

津和野駅

津和野駅

至船平山至青野山

駅入口正面に停まります

バス
のりば



別紙３ 

列車の時刻変更のお知らせ 

 

実施日   ① 2020 年 10 月 6 日（火）～9 日（金） 

     ② 2020 年 11 月 2 日（月）、4 日（水） 

 

下記の列車は時刻を変更して運転いたします。ご利用のお客様にはご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

山口線 米子～新山口間 下り列車 特急スーパーおき 1 号 

 

   

  ※湯田温泉駅の到着・出発時刻、新山口駅の到着時刻に変更はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 西日本                              

所定時刻 変更時刻
徳佐 発 9:45 9:45

着 9:55 9:57
発 9:56 9:58

山口 発 10:24 10:24

三谷


