
 2050 年廃止予想路線一覧1 

数 路線名 事業者区分 運営会社 

 北海道地方   

1 海峡線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

2 釧網線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

3 江差線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

4 根室線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

5 室蘭線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

6 宗谷線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

7 石勝線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

8 石北線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

9 日高線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

10 富良野線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

11 留萌線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

12 函館線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

13 礼沼線 JR在来線 北海道旅客鉄道 

 東北地方   

14 奥羽線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

15 花輪線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

16 釜石線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

17 気仙沼線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

18 五能線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

19 左沢線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

20 山田線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

21 石巻線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

22 大船渡線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

23 大湊線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

24 只見線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

25 男鹿線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

26 津軽線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

27 田沢湖線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

28 磐越西線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

29 磐越東線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

                                                 
1 「事業者区分」は「MANDARA」の分類による。 



30 米坂線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

31 北上線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

32 陸羽西線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

33 仙石線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

34 仙山線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

35 東北線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

36 八戸 JR在来線 東日本旅客鉄道 

37 いわて銀河鉄道線 第三セクター 
アイジーアールいわて

銀河鉄道 

38 フラワー長井線 第三セクター 山形鉄道 

39 阿武隈急行線 第三セクター 阿武隈急行 

40 会津鬼怒川線 第三セクター 野岩鉄道 

41 会津線 第三セクター 会津鉄道 

42 秋田内陸線 第三セクター 秋田内陸縦貫鉄道 

43 青い森鉄道線 第三セクター 青い森鉄道 

44 鳥海山ろく線 第三セクター 由利高原鉄道 

45 南リアス線 第三セクター 三陸鉄道 

46 北リアス線 第三セクター 三陸鉄道 

47 津軽鉄道線 民営鉄道 津軽鉄道 

48 弘南線 民営鉄道 弘南鉄道 

49 十和田観光電鉄線 民営鉄道 十和田観光電鉄 

50 大鰐線 民営鉄道 弘南鉄道 

 関東地方   

51 烏山線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

52 久留里線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

53 吾妻線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

54 鹿島線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

55 水郡線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

56 水戸線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

57 日光線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

58 両毛線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

59 内房線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

60 青梅線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

61 御殿場線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

62 常磐線 JR在来線 東日本旅客鉄道 



63 総武線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

64 外房線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

65 中央線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

66 成田線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

67 八高線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

68 横須賀線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

69 いすみ線 第三セクター いすみ鉄道 

70 わたらせ渓谷線 第三セクター わたらせ渓谷鐵道 

71 常磐新線 第三セクター 首都圏新都市鉄道 

72 真岡線 第三セクター 真岡鐵道 

73 大洗鹿島線 第三セクター 鹿島臨海鉄道 

74 鬼怒川線 民営鉄道 東武鉄道 

75 小湊鐵道線 民営鉄道 小湊鐵道 

76 上毛線 民営鉄道 上毛電気鉄道 

77 西武秩父線 民営鉄道 西武鉄道 

78 秩父本線 民営鉄道 秩父鉄道 

79 銚子電気鉄道線 民営鉄道 銚子電気鉄道 

80 日光線 民営鉄道 東武鉄道 

 中部地方   

81 高山線 JR在来線 東海旅客鉄道 

82 氷見線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

83 上越線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

84 信越線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

85 白新線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

86 北陸線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

87 七尾線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

88 小浜線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

89 城端線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

90 草津線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

91 大糸線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

92 飯田線 JR在来線 東海旅客鉄道 

93 伊東線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

94 羽越線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

95 篠ノ井線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

96 小海線 JR在来線 東日本旅客鉄道 



97 大糸線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

98 飯山線 JR在来線 東日本旅客鉄道 

99 越美北線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

100 上高地線 民営鉄道 松本電気鉄道 

101 しなの鉄道線 第三セクター しなの鉄道 

102 ほくほく線 第三セクター 北越急行 

103 伊豆急行線 民営鉄道 伊豆急行 

104 井川線 民営鉄道 大井川鐵道 

105 越美南線 第三セクター 長良川鉄道 

106 屋代線 民営鉄道 長野電鉄 

107 関西電力 民営鉄道 関西電力 

108 三岐線 民営鉄道 三岐鉄道 

109 三国芦原線 第三セクター えちぜん鉄道 

110 七尾線 第三セクター のと鉄道 

111 勝山永平寺線 第三セクター えちぜん鉄道 

112 大井川本線 民営鉄道 大井川鐵道 

113 樽見線 第三セクター 樽見鉄道 

114 長野線 民営鉄道 長野電鉄 

115 鉄道線 民営鉄道 遠州鉄道 

116 天竜浜名湖線 第三セクター 天竜浜名湖鉄道 

117 福武線 民営鉄道 福井鉄道 

118 本線 民営鉄道 富山地方鉄道 

119 本線 民営鉄道 黒部峡谷鉄道 

120 明知線 第三セクター 明知鉄道 

121 立山線 民営鉄道 富山地方鉄道 

 近畿地方   

122 加古川線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

123 関西線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

124 関西線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

125 福知山線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

126 湖西線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

127 紀勢線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

128 播但線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

129 姫新線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

130 舞鶴線 JR在来線 西日本旅客鉄道 



131 和歌山線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

132 紀勢線 JR在来線 東海旅客鉄道 

133 参宮線 JR在来線 東海旅客鉄道 

134 名松線 JR在来線 東海旅客鉄道 

135 宮津線 第三セクター 北近畿タンゴ鉄道 

136 宮福線 第三セクター 北近畿タンゴ鉄道 

137 信楽線 第三セクター 信楽高原鐵道 

138 紀州鉄道線 民営鉄道 紀州鉄道 

139 貴志川線 民営鉄道 和歌山電鐵 

140 吉野線 民営鉄道 近畿日本鉄道 

141 高野線 民営鉄道 南海電気鉄道 

142 志摩線 民営鉄道 近畿日本鉄道 

143 大阪線 民営鉄道 近畿日本鉄道 

144 鳥羽線 民営鉄道 近畿日本鉄道 

145 本線 民営鉄道 近江鉄道 

 中国地方   

146 因美線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

147 宇野線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

148 岩徳線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

149 芸備線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

150 呉線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

151 三江線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

152 山陰線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

153 山口線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

154 山陽線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

155 赤穂線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

156 津山線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

157 伯備線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

158 美祢線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

159 姫新線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

160 福塩線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

161 木次線 JR在来線 西日本旅客鉄道 

162 井原線 第三セクター 井原鉄道 

163 錦川清流線 第三セクター 錦川鉄道 

164 若桜線 第三セクター 若桜鉄道 



165 智頭線 第三セクター 智頭急行 

166 大社線 民営鉄道 一畑電車 

 四国地方   

167 阿佐線 第三セクター 土佐くろしお鉄道 

168 阿佐東線 第三セクター 阿佐海岸鉄道 

169 琴平線 民営鉄道 高松琴平電気鉄道 

170 宿毛線 第三セクター 土佐くろしお鉄道 

171 中村線 第三セクター 土佐くろしお鉄道 

172 高徳線 JR在来線 四国旅客鉄道 

173 土讃線 JR在来線 四国旅客鉄道 

174 徳島線 JR在来線 四国旅客鉄道 

175 内子線 JR在来線 四国旅客鉄道 

176 牟岐線 JR在来線 四国旅客鉄道 

177 鳴門線 JR在来線 四国旅客鉄道 

178 予讃線 JR在来線 四国旅客鉄道 

179 予土線 JR在来線 四国旅客鉄道 

 九州地方   

180 甘木線 第三セクター 甘木鉄道 

181 高森線 第三セクター 南阿蘇鉄道 

182 西九州線 第三セクター 松浦鉄道 

183 天神大牟田線 民営鉄道 西日本鉄道 

184 島原鉄道線 民営鉄道 島原鉄道 

185 湯前線 第三セクター くま川鉄道 

186 肥薩おれんじ鉄道 第三セクター 肥薩おれんじ鉄道 

187 吉都線 JR在来線 九州旅客鉄道 

188 久大線 JR在来線 九州旅客鉄道 

189 後藤寺線 JR在来線 九州旅客鉄道 

190 佐世保線 JR在来線 九州旅客鉄道 

191 三角線 JR在来線 九州旅客鉄道 

192 指宿枕崎線 JR在来線 九州旅客鉄道 

193 鹿児島線 JR在来線 九州旅客鉄道 

194 筑肥線 JR在来線 九州旅客鉄道 

195 筑豊線 JR在来線 九州旅客鉄道 

196 長崎線 JR在来線 九州旅客鉄道 

197 唐津線 JR在来線 九州旅客鉄道 



198 日田彦山線 JR在来線 九州旅客鉄道 

199 日南線 JR在来線 九州旅客鉄道 

200 肥薩線 JR在来線 九州旅客鉄道 

201 豊肥線 JR在来線 九州旅客鉄道 

 


