
2022 年 12 月 26 日 

12 月 22 日からの発達した低気圧による影響について 

【概 況】 

12 月 22 日から低気圧が発達しながら三陸沖からオホーツク海へ進み、太平洋側東部とオ

ホーツク海側を中心に湿った重い雪が降り大雪となる予報となり、22 日の夕方から道東・

道北方面の列車から計画的に運休としました。 

この影響により最深積雪で音威子府は 176cm（23 日）、白滝は 130cm（24 日）となり、除

雪に大幅な時間を要しています。 

【列車影響】 

12 月 22 日（木） 

 大雪が予想されたことから、夕方より計画的に運休としました。 

＜運転見合わせ＞ 根室線 富良野～釧路、石北線 白滝～北見 

＜運 転 再 開＞ 根室線 滝川～富良野 

＜影 響 人 員＞ 1,150 名 

＜運 休 列 車＞ 51 本（特急：９本、普通：42 本） 

 特急 おおぞら・とかち ５本 

    オホーツク・大雪 ３本 

    サロベツ     １本 

 普通 根室線 29 本、宗谷線 ３本、石北線 10 本

12 月 23 日（金） 

 網走・稚内方面は前日から計画的に終日運休とし、釧路方面は夜の運転再開を目指し除雪

計画を立てましたが、倒木等により作業に時間を要し終日運休としました。 

＜運転見合わせ＞ 石勝線 新夕張～新得、根室線 滝川～音別、 

宗谷線 名寄～稚内、石北線 上川～網走、釧網線 釧路～網走 

＜影 響 人 員＞ 8,100 名 

＜運 休 列 車＞ 160 本（特急：36本、普通：124 本） 

 特急 おおぞら・とかち 22 本 

    オホーツク・大雪 ８本 

    宗谷・サロベツ  ６本（部分運休含） 

 普通 根室線 57 本、宗谷線 13 本、石北線 34 本、釧網線 14 本、 

富良野線 ６本 



12 月 24 日（土） 

 釧路方面は朝から運転再開となりましたが、運用上の都合により 1 本の列車が運休となり

ました。網走・稚内方面は降雪が続いた影響と除雪作業に時間を要したことから引き続き終

日運休としました。 

＜運転見合わせ＞ 根室線 富良野～新得、宗谷線 名寄～稚内、 

石北線 上川～北見、釧網線 川湯温泉～網走 

＜運 転 再 開＞ 富良野線 美瑛～富良野、石北線 北見～網走 

＜影 響 人 員＞ 3,200 名 

＜運 休 列 車＞ 89 本（特急：15本、普通：74 本） 

 特急 とかち      １本 

    オホーツク・大雪 ８本 

    宗谷・サロベツ  ６本（部分運休含） 

 普通 根室線 10 本、宗谷線 13 本、石北線 29 本、釧網線 15 本、 

富良野線 ７本 

12 月 25 日（日） 

 網走・稚内方面は除雪に時間を要し、引き続き終日運休としました。また、釧網線では倒

木と衝撃および多数発見され、今後の降雪も見込まれたことから、午前中の一部列車を除き

終日運休としました。 

＜運転見合わせ＞ 宗谷線 名寄～稚内、石北線 上川～北見、釧網線 釧路～網走 

＜運 転 再 開＞ 根室線 富良野～新得（列車代行バス含む） 

＜影 響 人 員＞ 1,900 名 

＜運 休 列 車＞ 72 本（特急：14本、普通：58 本） 

 特急 オホーツク・大雪 ８本（部分運休含） 

    宗谷・サロベツ  ６本（部分運休含） 

 普通 根室線 ３本、宗谷線 13 本、石北線 26 本、釧網線 16 本 

12 月 26 日（月） 

 網走・稚内方面は除雪に時間を要し、引き続き終日運休としました。また、釧網線では倒

木の処理および降雪が見込まれたため終日運休としました。 

＜運転見合わせ＞ 宗谷線 名寄～稚内、石北線 上川～北見、釧網線 釧路～網走 

＜運 休 列 車＞ 70 本（特急：14本、普通：56 本） 

 特急 オホーツク・大雪 ８本 

    宗谷・サロベツ  ６本（部分運休含） 

 普通 宗谷線 13 本、石北線 26 本、釧網線 17 本 



宗谷線の除雪状況について

名寄 音威子府 天塩中川 南稚内初野 幌延

24日（土）

25日（日）

26日（月）

累積
降雪量
(cm）

１回目（音威子府～筬島・佐久間）

２回目（音威子府～佐久間）

12月23日 11時15分
音威子府駅

12月23日 13時12分
天塩中川駅

12月25日 10時48分
咲来～音威子府間

除雪実施区間

除雪計画区間

名寄 音威子府 豊富 稚内アメダス観測地点

12月23日 13時59分
音威子府駅

稚内

未施工 未施工
名寄～初野・恩根内間

佐久～糠南・雄信内間

糠南・雄信内～南稚内間

恩根内～音威子府間未
施
工

南稚内～稚内間

名寄～美深・初野間

美深・初野～音威子府間

音威子府～糠南・雄信内間

糠南・雄信内～南稚内間



美幌上川 遠軽 留辺蘂 網走（上越）

24日（土）

25日（日）

26日（月）

累積
降雪量
(cm）

12月26日 13時43分
奥白滝信号場

12月25日 17時22分
白滝駅

12月26日 11時18分
白滝駅

12月25日 12時12分
白滝～下白滝間

北見生田原（奥白滝） 白滝 （下白滝）

除雪実施区間

除雪計画区間

石北線の除雪状況について

上川 白滝 遠軽 北見アメダス観測地点 網走

信号場（ ）

運転再開済

運転再開済

未施工
上川～上越間 北見～緋牛内・美幌間

緋牛内・美幌～網走間

上川～奥白滝間

未施工

白滝～下白滝間

未施工
生田原・金華～留辺蘂間

留辺蘂～北見間

上川～奥白滝間

奥白滝～白滝間

白滝～遠軽間 留辺蘂～北見間

未施工

遠軽～生田原間残り12㌔

遠軽～留辺蘂間



釧路 摩周 川湯温泉 網走標茶 知床斜里

24日（土）

25日（日）

26日（月）

１回目（摩周～緑間）1:10～6:15

２回目（摩周～緑間）12:50～18:40

12月25日 15時25分
川湯温泉～緑間

12月25日 15時43分
川湯温泉～緑間

累積
降雪量
(cm）

釧路 標茶 川湯 斜里アメダス観測地点 網走

除雪実施区間

除雪計画区間

釧網線の除雪状況について

12月25日 15時09分
川湯温泉～緑間

12月25日 15時02分
川湯温泉～緑間

緑

緑～知床斜里間

緑～知床斜里間

摩周～緑間 緑～知床斜里間 知床斜里～桂台間

倒木多数









【運転見合わせ区間の再開見込みについて】 

１２月２６日（１６時００分時点） 

宗谷線、石北線、釧網線では、機械除雪や人力除雪を懸命に行っておりますが、

湿性の重たい雪による除雪作業や湿性の雪により倒れてきた支障木の処置に時

間を要しています。現時点における運転再開見込みは次のとおりです。 

【宗谷線】 

・１２月２８日の特急列車から運転を再開できる見込みです。 

【石北線】 

・北見駅～西留辺蘂駅間については、１２月２７日夕方以降、運転を再開でき

る見込みです。 

・上川駅～西留辺蘂駅間については、除雪作業に時間を要しているため、少な

くとも２９日までの運転再開は困難であり、見込みも立っていない状況です。 

【釧網線】 

・釧路駅～川湯温泉駅間、網走駅～緑駅間については、１２月２７日から運転

を再開できる見込みです。 

・緑駅～川湯温泉駅間については、除雪作業に時間を要しているため、運転再

開の見込みが立っていない状況です。 

※各線とも、運転再開後の一部普通列車に運休が発生します。 


