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片道100キロメートル未満の区間の鉄道旅行における特別

急行料金等の支給について（通知）

標記の特別急行料金等の支給について，財務省主計局長から別添のとおり’通知が

、

Ｉ

ありました。
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「片道100キロメートル未満の区間の鉄道旅行における

特別急行料金等の支給について」の一部改正について

平成22年11月4日付財計第2506号「片道100キロメートル

未満の区間の鉄道旅行における特別急行料金等の支給について」の一部

を下記のとおり改正したので、通知する。

記

別紙1． に定める表を次のように改める。

区 間

緬蹴t斗～長万部

札幌～滝川

岩見沢～深川

旭川～白滝

東室蘭～苫小牧

新札幌～新夕張

名寄～音威子府

館～八雲

幌～美唄

幌～追分

川～旭川

川～美深

別～南千歳

軽～美幌

八雲~洞爺八雲~伊達紋別
札幌～白老札幌～苫小牧

岩見沢～旭川美唄～旭川

旭川～士別旭川～名寄

東室蘭～南千歳幌別～南千歳

新得～池田遠軽～北見

幌延~南稚内｜幌延~稚内

緬蹴上斗～八雲

札幌～砂川

札幌～新夕張

滝川～旭川

伊達繩ll～苫小牧

南千歳～占冠

北見～網走

函
一
札
一
札
一
砂
一
旭
一
登

遠



区 間

郡山～白石蔵王 郡山～米沢 郡山～那須塩原 福島～仙台 福島～赤湯

福島～州や淵 福島～山形 福島～新白河 仙台～<りこ鎬原 仙台～一ノ関

仙台～浪江 古川～一ノ関 古川～水沢江刺 古川～北上 <りこ鎬原～水沢江刺

<りこま鯛～北上 <にま鯛～新花巻 一ノ関～新花巻 一ノ関～盛岡 水沢江刺～盛岡

盛岡～ 一二
一

P 盛岡～八戸 盛岡～大曲 盛岡～角館 二戸～七戸十和田

八戸～新青森 七戸十和田～熊脈くう 青森～鷹ノ巣 青森～大館 米沢～村山

赤湯～村山 赤湯～新庄 山形～新庄 大曲～秋田 大曲～雫石

秋田～東能代 秋田～鷹ノ巣 秋田～象潟 秋田～仁賀保 秋田～田沢湖

秋田～角館 八郎潟～鷹ノ巣
〃

東能代～弘前 大館～新青森 羽後本荘～鶴岡

羽後本荘～余目 羽後本荘～酒田 越後湯沢～長岡 越後湯沢～燕三条 越後湯沢～高崎

浦佐～燕三条 浦佐～上毛高原 新井～柏崎 新井～長岡 上越妙高～長岡

上越妙高～見附 上越妙高～鰡棚齢 上越妙高～上田 上越妙高～長野 直江津～長岡

直江津～見附 直江津～東三条 長岡～新潟 新潟～村上 坂町一鶴岡

鶴岡～村上 東京～小田原 東京～湯河原 東
■一

牙《～大月 東京～小山

東京～熊谷 東京一軸早細 東京～石岡 東京～八街 東京～成東

東京～横芝 東京～八日市場 東京～茂原 東京～上儲一/宮 東
■一

凧～大原

東京～君津 東京～木更津 霞ヶ関～箱根湯本 品川～小田原 品川～熱海

品川～石岡 新横浜～熱海 新横浜～三島 小田原～新富士 小田原～静岡

熱海～静岡 熱海～伊豆急下田 池袋～西武秩父 新宿～大月 新宿～箱根湯本

三鷹～大月 三鷹～塩山 三鷹～山梨市 立川～塩山 立川～山梨市

立川～石和温泉 立川～甲府 八王子～塩山 八王子～山梨市 八王子～石和温泉

八王子～甲府 八王子～竜王 八王子～韮崎 上野原～甲府 大月～韮崎

大月～小淵沢 塩山～上諏訪 石和温泉～上諏訪 甲府～富士 甲府～岡谷

甲府～塩尻 甲府～富士宮 甲府 ～内船 韮崎 ～松本 上野～小山

上野～石岡 賊輔胴～新桐生 大宮～宇都宮 大宮～椛早稻田 大宮～高崎

大宮～新前橋 大宮～前橋 大宮～安中榛名 小山～那須塩原 熊谷～軽井沢

熊谷～安中榛名 熊谷～佐久平 ﾎ圧早稲田～軽井沢 ﾎ圧早稲田～佐久平 高崎～閉原韓ロ

高崎～佐久平 高崎 ～上田 北千住～足利市 北千住～太田 浅草～太田

柏 ～友部 柏～水戸 柏 ～勝田 水
－

P ～ いわき いわき
，
‐
一相馬

軽井沢～長野 錦糸町～成東 錦糸町～横芝 錦糸町～八日市場 錦糸町～旭

錦糸町～佐原 千葉 ～

I

八日市場 千葉 ～ 旭 千葉 ～銚子 大網～安房鴨川

大原～海浜幕張 大原 ～蘇我 御宿～海浜幕張 勝浦～海浜幕張 勝浦～蘇我



区 間

上総興津～海浜幕張 上総興津～蘇我 安房小湊～海浜幕張 安房小湊～蘇我 安房鴨川～蘇我

館山～木更津 館山 ～五井 館山～海浜幕張 館山 ～蘇我 富浦～五井

富浦～海浜幕張 富浦～蘇我 岩井～海浜幕張 保田～海浜幕張 浜金谷～海浜幕張

三島～静岡 新富士～掛川 静岡～浜松 豊橋～名古屋 豊橋～水窪

豊橋～中部天竜 名古屋～米原 名古屋～白川口 名古屋～飛騨金山 岐阜～下呂

岐阜～飛騨萩原 米原～武生 米原～鯖江 米原～福井 米原～京都

高山 ～富山 長浜～福井 敦賀～芦原温泉 敦賀 ～京都 武生～小松

武生 ～金沢 鯖江～金沢 福井～松任 福井 ～金沢 芦原温泉～金沢

小松～七尾 金沢 ～富山 金沢～:辮職
ｲ #

金沢～七尾 金沢～和倉温泉

新高岡～鰡輔職 新高岡～糸魚川 富山～糸魚川 糸魚川～長野 糸魚川～飯山

上諏訪～信濃大町 塩尻～中津川 塩尻～長野 木曽福島～多治見 松本～篠ノ井

松本 ～長野 安中榛名～上田 安中榛名 ～長野 佐久平～長野 佐久平～飯山

上田 ～飯山 京都 ～ 日根野 京都～関西空港 京都～綾部 京都～福知山
■ 一

泉 都～西舞鶴 新大阪～西明石 新大阪～姫路

‘ 6？

新大阪～海南 新大阪～和歌山

大阪～柏原 尼崎 ～柏原 姫路～岡山 姫路～和田山 姫路～八鹿

姫路～江原 姫路～豊岡 姫路～竹田 相生
4 ●

～岡山
』

上郡 ～鳥取

岡山 ～福山 岡山～新尾道 岡山 ～新見 岡山～多度津 岡山～観音寺

岡山～川之江 岡山～伊予三島 岡山～善通寺 岡山 ～琴平 岡山～阿波池田

岡山 ～三原 岡山 ～大原 倉敷～新見 新倉敷～新尾道 新倉敷～三原

福山～東広島 新尾道～広島 宝塚～柏原 宝塚～福知山 三田～福知山

新見～米子 津 ～鵜方 津 ～名張 松阪～紀伊長島 松阪～尾鷲

多気～尾鷲 新宮～白浜 紀伊勝浦 ～白浜 紀伊勝浦～紀伊田辺 串本 ～白浜

串本～紀伊田辺 白浜～御坊 白浜～海南 紀伊田辺～海南 紀伊田辺～和歌山

南部～和歌山 湯浅～天王寺 藤並～天王寺 海南～天王寺 和歌山～天王寺

二条 ～綾部 二条～福知山 二条～東舞鶴 二条～西舞鶴 亀岡～綾部

亀岡～福知山 亀岡～東舞鶴 亀岡～西舞鶴 亀岡 ～宮津 園部～福知山

園部～東舞鶴 園部～西舞鶴 園部～宮津 綾部～城崎温泉 福知山～豊岡

福知山～城崎温泉 福知山～網野 福知山～峰山 鳥取～伯耆大山

● ､

鳥取～米子

倉吉～松江 米子～鳥取大学前 松江～大田市 出雲市～江津 出雲市～浜田

大田市～浜田 大田市～益田 益田～新山口 児島～伊予三島 高松～観音寺

高松～川之江
■ _

局 松～伊予三島 高松～阿波池田 高松～大歩危 高松～板野

高松～池谷 高松～徳島 高松 ～阿南 高松 ～勝瑞 坂出～川之江



）

以上
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区 間

坂出～伊予三島 坂出～新居浜 坂出 ～ 阿波池田 宇多津～阿波池田 丸亀～新居浜

丸亀～壬生川 多度津～新居浜 観音寺～今治 川之江～今治 伊予三島～今治

新居浜～伊予北条 新居浜～松山 伊予西条 ～松山 壬生川～松山 今治～伊予大洲

松山～八幡浜 松山～卯之町 松山～宇和島 伊予市～宇和島 阿波池田～後免

阿波池田 ～高知 阿波池田～徳島 阿波池田 ～ 阿波川島 土佐山田 ～須崎 後免～須崎

高知～土佐久礼 高知 ～窪川 須崎 ～中村 栗林～池谷 栗林～徳島

栗林～勝瑞 屋島～池谷 屋島～徳島 志度～徳島 徳島～日和佐

徳島～牟岐 三原 ～広島 広島～徳山 新岩国 一 新山口 徳山～厚狭

新山口～新下関 新山口～津和野 新山口～小倉 新下関～博‘多 小倉 ～博多

小倉～新鳥栖 小倉 ～中津 小倉～柳ケ浦 小倉～宇佐 小倉～杵築

折尾～中津 香椎～行橋 博多～筑後船小屋 博多～荒尾 博多～新玉名

博多～佐賀 博多～肥前山口 博多～肥前鹿島 博多～武雄温泉 博多 ～有田

博多 ～行橋 博多 ～ 日田 博多～天ケ瀬 』鳥栖～武雄温泉 ノ鳥栖～早岐

鳥栖～佐世保 久留米～熊本 久留米～天ケ瀬 久留米～豊後森 久留米～由布院

筑後船小屋～熊本 筑後船小屋～新八代 新玉名～新鳥栖 熊本～新水俣 熊本 ～出水

熊本～新鳥栖 熊本～宮地 熊本～豊後竹田 新八代～出水
甘 □

新八代～川内

新水俣～鹿児島中央 出水～鹿鵬中央 剛榊央～都城 鹿鵬中央～西都城 鹿児島～西都城

新鳥栖～諫早 新鳥栖～武雄温泉 新鳥栖～早岐 新鳥栖～佐世保 佐賀～諫早
0

佐賀 ～浦上 佐賀 ～早岐 佐賀～佐世保 肥前山口 ～諫早 肥前山口 ～長崎

肥前鹿島～長崎 中津～別府 中津～大分 柳ヶ浦～別府 柳ケ浦～大分

宇佐～大分 別府 ～佐伯 大分 ～佐伯 大分～ 日田 大分～天ケ瀬

大分～豊後森 大分～宮地 大分～豊後竹田 津久見～日向市 佐伯 ～延岡

佐伯 ～ 日向市 延岡 ～宮崎 延岡～南宮崎 延岡 ～ 宮崎空港 南延岡～宮崎

南延岡～南宮崎 南延岡～宮崎空港 日向市～宮崎 日向市～南宮崎 日向市～宮崎空港

宮崎～都城 宮崎～西都城 南宮崎～国分 新水前寺～豊後竹田 宮地～三重町

下今市～春日部


