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〜夏の「四国まんなか千年ものがたり」〜
観光列車「四国まんなか千年ものがたり」
は、
２０１７年４月に運行を開始し、
２０２０年
９月には定期運行でのご利用が５万人に達
するなど、多くのお客様にご利用いただいて
おります。
この「四国まんなか千年ものがたり」の沿
線、まんのう町の塩入駅付近では、毎年７月
上旬から中旬にかけ２５万本を超えるひまわ
りが咲き誇ります。今年の５月には、アテンダ
ントと地域の皆様が一緒にひまわりの種をま
き成長を見守っています。
また、７月１０日（ 土 ）、１１日（日）、１７日
（ 土 ）、
１８日
（日）、
１９日
（月）には「 ひまわり
紀行 」として、ひまわりの見える区間で減速
運転し、お客様に景色を楽しんでいただく特
別運行を計画しています。
一面に広がる黄金色に輝いた車窓からの
景色をぜひお楽しみ下さい。

おトクなきっぷや、主な駅の情報など
土讃線

ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html
列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ し

0570-00-4592
こ

く

に

受付時間（年中無休）

JR四国電話
8：00〜20：00
案内センター（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。） 通話料がかかります。
JR四国の取り組み
「安心して」
「喜んで」
「末永く」ご利用いただくために

「見えない電気を守る」
電車に電気を提供する架線の点検作業は電車が走って
いない夜間に行います。
「安心して」ご利用いただくため、見えない電気もしっか
り守っています。

塩入駅〜黒川駅間
JR四国ツアー

検索

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。 詳しくは

e5489

検索

2021年7月１日

JR四国ニュース

踏切事故をなくすための取り組み
ＪＲ四国では、踏切での事故をなくすため、春と秋の全国交通安全運動期間中のほか、各種キャンペーンなどの機会に踏切安全
通行ＰＲ活動を実施しています。また、踏切がより見やすく、
通りやすくなるような改良工事などにも取り組んでいます。
踏切を車で渡るときは、踏切の手前で必ず一旦止まって列車が来ていないことを確認し、前方に車が入れるスペースがあるこ
とを確認してから通行してください。また、警報機が鳴り始めたら、絶対に踏切の中に入らないでください。

踏切でトラブルになったら・
・
・
もし踏切で閉じ込められたら、そのまま車でしゃ断棒を押して踏切の中から脱出してください。
【踏切に閉じ込められたときの脱出方法】
ＪＲ四国ホームページでご覧になれます。

踏切の中で車が脱輪したときや、歩行者が倒れたのを見たときなど、危険を感じたときは・
・
・
迷わず踏切の
「非常ボタン(踏切支障報知装置)」
を押すか、自動車に備え付けの発炎筒を
使って、列車の運転士に非常事態を知らせて列車を止める手配をしてください。
「 非常ボタ
ン」
を押しても、列車が走っている位置によっては止まれないこともありますので、自動車に
は絶対に戻らないでください。また
「非常ボタン」
を扱ったときには、非常ボタンの下に書かれ
ている連絡先まで速やかに連絡してください。

【 踏切で車が動かなくなったときに列車を止める手配 】
ＪＲ四国ホームページでご覧になれます。

踏切での事故発生件数などについて
ＪＲ四国には、1,320箇所
（2021年4月現在）
の踏切があります。踏切での事故件数は、年間５０件を超えた時期もありましたが、
ハード・ソフト
の両面で様々な対策を行ってきた結果、
2020年度は７件まで減少しました。
テレビＣＭによる啓発活動、
踏切内ブロックのカラー化、
落輪復旧スロープ等の対策を実施してきた結果、
2011年度には18件発生していまし
たが、
2015年度には年間で３件まで減少しました。
しかし、
残念ながら2016年度には12件、
2017年度には9件、
2018年度には12件の踏切事故
が発生しました。2020年度もほとんどが警報機もしゃ断棒もある踏切での事故で、
しゃ断棒が降りているのに踏切に進入しようとしたものや、
通行規制違反や立ち往生のため踏切から
脱出できなかったものが大半を占めてい
ます。
ＪＲ四国では、今後も、
ハード・ソフト等の
様々な対策を実施して、踏切事故を減少
させる取り組みを行っていきます。
【踏切ブロックのカラー化】 【自動車通行禁止看板の設置】 【落輪復旧スロープの設置】

踏切安全通行ＰＲについて
２０２０年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、
９月、
１１月に２回
（例年は４回／年）
の踏切安全通行ＰＲを四国４県の主要な駅、踏切に
おいて実施しました。また、例年実施している発炎筒の使用や自動車を使用しての踏切からの脱出訓練は行わず、感染症予防を行いながら駅
コンコース等での踏切事故防止啓発用ク
リアファイルおよびポケットティッシュの
配布、踏切事故写真の展示や踏切事故防
止ＤＶＤ放映等により踏切の安全通行を
呼びかけました。
【啓発用クリアファイル配布】

【駅でのDVD放映】

【踏切事故写真の展示】
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新たなラッピング列車が登場！
「鬼列車」と「ウルトラトレイン号」を運行します！
ＪＲ四国では、地域の皆様と一体となって、7 月より予土線を中心に「鬼列車」と「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』
」
を新たに運行します。
この機会にぜひ、
インパクトあるデザインが特徴の 2 つのラッピング列車にご乗車いただき、鉄道での旅をお楽しみください。

鬼列車
目的

「ウルトラトレイン号」

海洋堂ホビートレイン
目的

全国の自治体で唯一「鬼」の文字が入る鬼北町とＪＲ四国は、
高知県予土線利用促進対策協議会、㈱海洋堂及びＪＲ四国
町や南予地域の魅力を発信するとともに、予土線を中心とし は、2021 年 7 月 22 日から海洋堂ホビー館四万十にて開催
た鉄道の利用促進を図ることを目的として、「鬼列車」を運 される「海洋堂ウルトラマンフィギュア展」に合わせ、
フィギュ
行します。
ア展のＰＲや予土線の利用促進を図ることを目的として、「ウ
ルトラトレイン号」を運行します。
運行期間

2021年7月4日
（日）
から約2年間
運行区間
・予讃線松山〜宇和島駅間（内子線経由、愛ある伊予灘線経由）
・予土線宇和島〜窪川駅間
※同区間を運行する普通列車にて使用

車両
キハ 32 形式気動車を使用し、「鬼のまちづくり」のシンボルであ
る「鬼王丸」を活かした、鬼北町らしいインパクトあるデザインとし
ています。

運行期間

2021年7月22日
（木・祝）
〜2022年5月頃
運行区間・運行時刻

下り（窪川〜宇和島）
近 永 9:00 発
4815D
窪 川 17:40 発
4827D
上り（宇和島〜窪川）
宇和島 7:25 発
4812D
宇和島 12:18 発
4816D
宇和島 21:21 発
4830D

宇和島 9:39 着
宇和島 20:15 着
近
窪
近

永 8:01 着
川 14:23 着
永 21:59 着

※4815D、4812D：土曜・休日は一般車での運行

© 竹谷隆之 / 鬼北町

車両
キハ 32 形式気動車を使用し、初代ウルトラマンなど歴代のウルト
ラヒーローのフィギュアを勢ぞろいさせたデザインとしています。

© 海洋堂 / 鬼北町

車内体験サービス
予土線運行時は、鬼北町公式アプリ「鬼
王丸 AR」を起動すると、鬼王丸による観
光ガイドや鬼王丸車掌との記念撮影を体
験できます。

「鬼列車」
「ウルトラトレイン号」
など、予土線を運行する
楽しい列車の仲間たちの紹介サイトをリニューアルしました！
https://www.jr-shikoku.co.jp/yodo̲line/index.html

Ⓒ円谷プロ
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◇

愛媛県鬼北町

◇全国で唯一

鬼の文字が入る町名「鬼北町」

鬼にまつわるさまざまなイベント

「鬼の町づくり」に取り組んでいる鬼北町では、さまざまな「鬼」にまつわる
イベントを実施しています。
２日間にわたって開催される町最大のイベント「でちこんか」の１日目の目玉
「鬼のお太鼓コンテスト」、鬼北町の昔ながらの家並みの家の壁、倉庫の壁、
施設の壁を活用した「鬼のウォールアート」、家族への愛を大声で叫ぶ「愛あ
る鬼嫁コンテスト」もあります。
また、今年で第７回を迎える「鬼の造形大賞」では、これまでに全国から
３５９体の鬼の造形物が集まっています。現在、すべての造形物を展示する
「鬼の館」建設に向けて協議中です。
足摺宇和海国立公園の一角、鬼ケ城連峰から流れ出る清流が谷川を深く刻み、
四季折々の表情を見せる「成川渓谷」も、鬼北町の大きな魅力のひとつです。

© 竹谷隆之 / 鬼北町

© 海洋堂 / 鬼北町

鬼北町は、全国１７４１の地方公共団体の中で唯一
「鬼」の文字が入る自治体です。
鬼ヶ城山系の北に位置し、昔から「鬼北地域」と呼
ばれてきたため、２００５年に旧広見町と旧日吉村が
合併した際に「鬼北町」と定められました。
今では町のシンボルとなっている「鬼王丸（おにおう
まる）」
（森の三角ぼうし）、
「柚鬼媛（ゆきひめ）」
（日
吉夢産地）のモニュメント。
柚鬼媛が腕に抱いている赤ちゃん鬼が成長して鬼
王丸になったそうです。

今年７月には予土線に鬼をモチーフにした鬼列車をお披露目します！是非、
一度多彩な魅力あふれる「鬼北」のまちを訪れてください！

鬼王丸の肩にのっているのは鬼北町の特産品であるキジ。桃太郎では敵同
士の鬼とキジが仲良しでとてもピースフル。

© 竹谷隆之 / 鬼北町

【お問合せ先】
■鬼北町役場 企画振興課
☎０８９５-４５-１１１１ ｆ
ａｘ
：
０８９５-４５-１１１９
© 海洋堂 / 鬼北町

お客様の声を活かした改善事例コーナー
きっぷ（特急列車指定席）のチケットレス化
お客様の声

無人駅の運行情報案内
お客様の声

駅に行かず、
きっぷ
（特急列車指定席）
を購入したい。
改善内容

特急列車の指定席をより便利に、
より手軽にご利用いただけるよう、岡山駅
から四国への特急列車およびＪＲ四国管内の特急列車（観光列車を除く）の指
定席について、インターネット予約（e5489）
によるチケットレスサービスを
2021年3月13 日より開始しました。
どこにいても、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、おトクな価格
で特急列車の指定席をご予約いただけます。
※このチケットレスサービスをご利用いただく時は、
ご乗車区間の乗車券を別途にご購入ください。
※e5489のご利用は、J-WESTネット会員への
ご登録が必要です。
（登録無料）

列車が遅れたとき、無人駅での案内が分かりにくい。
改善内容

列車の遅れや運休が発生した際、
ホームページや列車走行位置情報サービ
ス、一部駅における運行情報等表示端末などで運行情報をご案内していまし
たが、
この度、
お身体の不自由なお客様や訪日外国人のお客様など、多くの方
に運行情報をよりわかりやすくお伝えするため、無人駅を中心に多言語と音声
出力に対応した運行情報等表示端末を新たに設置しました。
（設置例）

設置駅（７７駅）
予讃線：高松駅、松山駅、伊予市駅、
伊予大洲駅、八幡浜駅
予讃線（愛ある伊予灘線）
：高野川駅〜五郎駅
高徳線：昭和町駅〜徳島駅
鳴門線：阿波大谷駅〜鳴門駅
牟岐線：阿波富田駅〜阿波海南駅

J R 四 国は国 土 交 通 省が主 体で全 国 のＪＲや私 鉄 各 社が
取り組む「鉄道でエコキャンペーン」に参加しています。

鳴門線立道駅

高徳線栗林公園北口駅

発行：四国旅客鉄道株式会社広報室

〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号

