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�����������大晦日終夜臨時について

　����年は、�年ぶりに大晦日の終夜臨時列車が運転されました。概説と運用表、時刻表をまとめま

した。

ダイヤ概説

　本年はダイヤ体系が変更され、深夜帯の臨時列車はすべて福岡（天神）～太宰府、および久留米・柳

川・大牟田～太宰府と、天神大牟田線の双方向から太宰府との間で運転されました。直近数年と異な

り、太宰府方面への利用客が乗り換えずに利用できる体系をほぼ完全に実現した形となります。

　臨時列車、および時刻変更列車の運転本数は、下り方面（福岡（天神）→大牟田、二日市→太宰

府）が ��本、上り方面（大牟田→福岡（天神）、太宰府→二日市）が ��本となりました。そのうち、

急行列車は計 �本運転されました。

　二日市駅では、福岡（天神）方面からの列車を �番線着発として �番乗り場を利用、また、大牟田方

面からの列車を �番線着発として �番乗り場を利用していました。このことにより、太宰府へ向かわず

二日市駅をまたいで福岡（天神）～久留米・大牟田方面を通し利用する旅客が対面乗換となって利便

性が高まったほか、太宰府方面ほかすべての方面がひとつのホームに集約されて、ホーム間の乗り換え

大移動がなくなりました。

車両運用概説

　本年の大晦日終夜臨時に関係する車両系統は、全部で ��系統あるとの観察結果が得られました。車

両としては ����形 �両編成の充当が最も多くなっていました。また、����形 �両編成が単独で急行列

車運用に入る状況も見られました。

�



運用表（柳川出庫分）

　柳川車両基地からは ����形 	両編成 �本、����形 �両編成 �本が出庫し、すべての編成が筑紫車両

基地に入庫しました。

終夜臨時 �（柳 ����）

充当車両：����形 ����編成（	両 	ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 柳川 ����� 二日市 ����� 出庫
旅客案内上は太宰府行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ����� 太宰府 ����	

���� 普通 太宰府 ����� 二日市 ����	 旅客案内上は大牟田行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���
� 大牟田 ����

�	�� 普通 大牟田 ���
 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・�	��列車へ連続

�	�� 普通 二日市 ���� 太宰府 ����

�	�� 普通 太宰府 ���
 二日市 ���	

�	�� 普通 二日市 ��
	 太宰府 
��


�		� 普通 太宰府 
��	 二日市 
��
 旅客案内上は筑紫行き・
		�列車へ連続


		� 普通 二日市 
��� 筑紫 
��� 入庫

　はるばる大牟田まで �往復したあと、早朝の太宰府線を往復して筑紫に入庫します。

終夜臨時 �（柳 ����）

充当車両：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 柳川 ���
� 二日市 ���
� 出庫
旅客案内上は太宰府行き・��
�列車へ連続

��
� 普通 二日市 ���� 太宰府 ���	

��
� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���	 旅客案内上は久留米行き・��
�列車へ連続

��
� 普通 二日市 ���� 久留米 ����

���� 普通 久留米 ���	 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・���
列車へ連続

���
 普通 二日市 ���� 太宰府 ��
�

���� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���� 旅客案内上は大牟田行き・�	��列車へ連続

�	�� 普通 二日市 ���� 筑紫 ���� 車両取替入庫

　定期ダイヤでは設定されていない、久留米行き普通列車を含む系統です。久留米 �往復のあと筑紫へ

入庫します。

�



終夜臨時 �（柳 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 柳川 ����� 二日市 ���� 出庫
旅客案内上は太宰府行き・��
�列車へ連続

��
� 普通 二日市 ���� 太宰府 ���	

��
� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���	 旅客案内上は柳川行き・��
�列車へ連続

��
� 普通 二日市 ��
� 筑紫 ��
� 車両取替入庫

　柳川から実質片道運用で終了します。

運用表（筑紫出庫分）

　筑紫からは �	系統が出庫します。そのうち �個系統は、��日の定期運用出庫から連続して運用に入

ります。なお、��日の運用から終夜臨時運用を経て、�日（正月ダイヤ）の運用へ連続する運用が �系

統ある模様です。

終夜臨時 �（筑 ����）

充当編成：����形 ���	編成
����形 ����編成（大牟田→）（�両 	ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 筑紫 ���
� 福岡（天神） ����� 出庫

���
 普通 福岡（天神） ����
 筑紫 ����	 入庫

　臨時列車として出庫しますが、福岡（天神）からの下り列車は定期列車のダイヤです。運用渡り変更

に対応するための臨時運用と思われます。

�



終夜臨時 �（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成
���	編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 回送 筑紫 二日市 出庫

���
 普通 二日市 ����
 太宰府 �����

���� 普通 太宰府 ����� 二日市 �����

���	 普通 二日市 ���
� 太宰府 ���
�

���� 普通 太宰府 ����� 福岡（天神） ����	

��
� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ����

��
� 普通 太宰府 ��
� 福岡（天神） ���	

���� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ���	

�	�� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ����

�	�� 普通 福岡（天神） ��
� 筑紫 
��� 旅客案内上は大牟田行き・
筑紫で ��
�列車に接続・入庫

　福岡（天神）～太宰府間を往復する運用を担当します。

終夜臨時 	（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考


��� 普通 筑紫 ����� 二日市 ����� 出庫
旅客案内上は太宰府行き・���
列車へ連続

���
 普通 二日市 ����� 太宰府 ����	

��
� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���	 旅客案内上は筑紫行き・
�
�列車へ連続


�
� 普通 二日市 ���� 筑紫 ����


�
� 普通 筑紫 ���� 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・��

列車へ連続

��

 普通 二日市 ���� 太宰府 ���	

���� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���	 旅客案内上は大牟田行き急行・����列車へ連続

���� 急行 二日市 ���� 大牟田 ����

��	� 急行 大牟田 ���
 柳川 ���� 入庫

　太宰府発大牟田行き急行を含む系統です。

終夜臨時 
（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成（	両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

��
� 普通 筑紫 ��
� 柳川 ���
 車両取替出庫／入庫

　終夜臨時 �運用（����形 �両編成）からの車両取替となる系統です。柳川までの片道で終了します。

	



終夜臨時 �（筑 ��	�）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考


��� 普通 筑紫 ���� 二日市 ���� 出庫
旅客案内上は太宰府行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���� 太宰府 ���	

���� 普通 太宰府 ���� 二日市 ��
� 旅客案内上は柳川行き急行・����列車へ連続

��	� 急行 二日市 ���� 柳川 ���� 入庫

　太宰府発柳川行き急行を含む系統です。

終夜臨時 �（筑 ��
�）

充当編成：����形 ����編成（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

�	�� 普通 筑紫 ���
 大牟田 ��

 車両取替出庫

���� 急行 大牟田 
��� 柳川 
��� 入庫

　終夜臨時 �運用からの車両取替で出庫します。大牟田から柳川車両基地への入庫列車は急行列車とし

て運転され、近年では例のない �両編成の急行列車となりました。

運用表（  ��  ��  日運用からの継続分）  

　��日の夜までの定期列車で筑紫車両基地から出庫する分が �運用あります。充当車両を変えるため、

福岡（天神）駅での渡り変更が実施されている系統もあると思われますが、確認できていない系統も

あります。渡り変更の有無が確定できている分は出庫系統を記します。

終夜臨時 ��（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成（	両 	ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 福岡（天神） ����� 花畑 ����� 定期列車

���� 普通 花畑 ����� 福岡（天神） ����
 二日市以北延長運転

���� 普通 福岡（天神） ����� 太宰府 ���
�

��
� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ���	

���� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ���	

���� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ����

�	�� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ����

�	�� 普通 太宰府 ��
	 二日市 
��


� 回送 二日市 筑紫 入庫

　��日日中は大善寺系統の普通列車運用、終夜臨時では福岡（天神）～太宰府間を往復する運用です。

�



終夜臨時 ��（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）【柳川観光列車『水都』編成】（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 急行 大牟田 ���
� 福岡（天神） ����� 定期列車

��� 急行 福岡（天神） ����	 太宰府 ����	 渡り変更

���� 普通 太宰府 ����� 二日市 ����	


��� 普通 二日市 ����� 筑紫 ����� 入庫

　基本的に太宰府線に入ることがない柳川観光列車『水都』編成が、久々に太宰府線に入りました。

終夜臨時 ��（筑 �	�）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 福岡（天神） ����
 花畑 ����� 定期列車

���� 普通 花畑 ����� 福岡（天神） ����� 二日市以北延長運転

���
 普通 福岡（天神） ����� 太宰府 ����

��
� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ���	

���� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ���	

�	�� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ����

�	�� 普通 福岡（天神） ���
 筑紫 ��
� 入庫

　��日日中は特急列車運用を担当していました。

�



終夜臨時 ��（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
���	編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 二日市 ����	 太宰府 ����� 定期列車

���� 普通 太宰府 ����	 二日市 �����

���� 普通 二日市 ����� 太宰府 �����

���� 普通 太宰府 ���
� 二日市 ���
	

���� 普通 二日市 ����� 太宰府 �����

���� 普通 太宰府 ����� 二日市 ����


���� 普通 二日市 ����� 太宰府 �����

���� 普通 太宰府 ���
� 二日市 ���
�

���� 普通 二日市 ����� 太宰府 �����

���� 普通 太宰府 ����� 二日市 ����	 旅客案内上は花畑行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ����� 花畑 ���


��
� 普通 花畑 ���� 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���� 太宰府 ���	

���� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���	 旅客案内上は久留米行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���� 久留米 ����

���� 普通 久留米 ���	 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���� 太宰府 ��
�

�	�� 普通 太宰府 ���� 二日市 ���� 旅客案内上は久留米行き・�	��列車へ連続

�	�� 普通 二日市 ���� 久留米 
���

�		� 普通 久留米 
��� 筑紫 
��	 旅客案内上は福岡（天神）行き・��
�列車に接続
入庫

　��日昼以降、�	時台まで太宰府線専従となり、その後久留米・花畑を往復します。

終夜臨時 ��（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）（�両 �ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 筑紫 ����� 花畑 ����� 車両取替出庫・定期列車

���� 普通 花畑 ����� 福岡（天神） ���
� 定期列車

���� 普通 福岡（天神） ����� 太宰府 ����	

���� 普通 太宰府 ���
� 福岡（天神） ���	

��

 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ����

���� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ����

�	�� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ���	

�	�� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） 
��	

��
� 普通 福岡（天神） 
��� 筑紫 ���� 正月ダイヤ定期列車・入庫

　福岡（天神）～太宰府間を担当します。

�



終夜臨時 ��（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成（	両 	ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 大善寺 ����� 福岡（天神） ����� 定期列車

���� 普通 福岡（天神） ����� 大牟田 ���� 筑紫以南延長運転

��
� 普通 大牟田 ���� 二日市 ���� 旅客案内上は太宰府行き・
����列車へ連続

���� 普通 二日市 ���� 太宰府 ����

���� 普通 太宰府 ���� 二日市 ��
� 旅客案内上は花畑行き・
�	��列車へ連続

�	�� 普通 二日市 ��
� 花畑 ����

� 回送 花畑 筑紫 入庫

　福岡（天神）発の臨時列車の �本目として大牟田まで下ります。

終夜臨時 �	（筑 ��	�）

充当編成：����形 ����編成
����形 ����編成（大牟田→）（�両 	ドア）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 急行 花畑 ����� 福岡（天神） ����� 定期列車

���� 特急 福岡（天神） ����� 大牟田 ����
 定期列車・渡り変更

���� 急行 大牟田 ���
� 福岡（天神） ����	

���� 急行 福岡（天神） ����� 筑紫 ���	 二日市から普通・入庫

　渡り変更により、大牟田からの臨時急行列車に充当されました。

終夜臨時 �
（筑 ����）

充当編成：����形 ����編成
����編成（大牟田→）

列車番号 種別 始発 終着 備考

���� 普通 筑紫 ����� 福岡（天神） ���
� 車両取替出庫・定期列車

���� 特急 福岡（天神） ����� 大牟田 ����
 定期列車

���� 急行 大牟田 ����� 福岡（天神） ����� 定期列車

��� 急行 福岡（天神） ����	 太宰府 ����	

���� 普通 太宰府 ����� 福岡（天神） ���	

��
� 普通 福岡（天神） ���� 太宰府 ��
�

���� 普通 太宰府 ���� 福岡（天神） ���	 終了

　福岡（天神）で運用終了となります。当該編成は翌 �月 �日の日中運用に入っていました。

�
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