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湊線＆応援団
2017年

10大ニュース

応援団設立10周年、来年は海浜鉄道発足10周年

今年 1 年の湊線と応援団を振り返って、年末恒例の「10 大ニュース」をまとめてみました。今年はおらが湊鐵道応援団設立から10 周年、そして来年は
海浜鉄道発足 10 周年の節目の 1 年です。関連イベントや受賞が続いた一方、さらなる利用者増に向けて地道な集客対策や安全対策が図られました。念願
の経営黒字もあと一息。まだまだ伸びしろがいっぱいありそうな湊線と沿線地域です。

応援団設立10周年！
1 皆様に支えられ、
「乗って残そう湊線」
を合言葉に 2007 年 1 月 23 日に応援団

が結成されてから10 周年を迎えました。当時、廃線の危機にあっ
た湊線の存続を目指して地元自治会や沿線高校、商店街など42
団体が結束して誕生しました。あれから10 年、ここまでの湊線
の成長は当時想像できませんでした。
結成 10 周年を記念して、これまで支えてくれた 60 団体･個人
の皆様に感謝状贈呈式をおこなったほか、船越知弘･湊線写真展、
応援団音楽部演奏会、キハ 205 記念運行、ケハ 601 模型贈呈
などのイベントを実施しました。廃線の危機を乗り越え、現在は
湊線延伸の夢が間近になった今、
「鉄道を活かした街づくり」
めざし
みなさん笑顔の感謝状贈呈式（5 月 14 日の開
て応援団活動を続けていきたいと思います。
業 9 周年祭で）

＆湊鉄道対策協議会 国交大臣表彰
2 応援団
7月 12 日、東京・霞が関の国土交通省で「平成 29 年地域公

共交通優良団体 国土交通大臣表彰式」
があり、応援団 ( 佐藤彦三
郎団長 )と、湊鉄道対策協議会 ( 会長・本間源基市長 ) が、ひた
ちなか海浜鉄道を中心にした地域公共交通の確保・維持などの
各種取り組みに対して、石井啓一国交大臣から表彰状が授与され
ました。表彰は全国 5 地域から選ばれた 8 者 2 団体が受賞しまし 那珂湊駅の下り線ホーム階段改良工事ビフォ
た。沿線地域やファンの皆様のお陰で湊線の知名度がまた一つ アー＆アフター（右は完成した 10 月7 日）
向上しました。

改良工事完成！
3 那珂湊駅ホーム
約半年かけて那珂湊駅ホームの大がかりな改良工事が実施さ

れ、12 月半ばに完成しました。バリアフリーのスロープや点字ブ
ロック、列車接近表示の新設、ホームの段差解消など安全面へ
の配慮が進みました。一方で、珍しかった下り線ホームの石畳ス
ロープは階段式に。長年同駅を利用している乗客からは “ 名物消
失 ”を惜しむ声もありますが、新たな歴史を築いていきましょう。 阿字ヶ浦駅で湊線を降りシャトルバスに向かう
多数の行楽客（5 月4 日）

ドデザイン賞受賞、ローカル鉄道大学
4 グッ
ひたちなか海浜鉄道が、東京の企画会社二社とともに、運営

初詣・初日の出列車

勝田発 5:30 急行「あじがうら」
勝田発 6:05 快速「なかみなと」

合格願って
中学生が
絵馬を奉納

を行う
「ローカル鉄道・地域づくり大学」
（代表理事・吉田海浜鉄
道社長）
が、2017 年度のグッドデザイン賞を
「地域・コミュニティ
づくりと社会貢献活動」の分野で受賞しました。
同大学はローカル鉄道やそれを抱える地域の課題解決や活性
化について「サマースクール」
を中心に2012 年から行っていま
す。毎年全国から行政関係者や鉄道ファンが参加し、受講者の中
からはローカル鉄道の公募社長も輩出しました。
海浜鉄道が関係した同賞の受賞は 2 年前の湊線駅名標デザイ ケンケンキッキ号の出発セレモニー（7 月 30
ンに次ぎ 2 回目です。
日・阿字ヶ浦駅）

元日
運行

阿字ケ浦

に酒列磯前神社で行われ、市内 9 中学校の生

絵馬は那珂湊・勝
那珂湊駅・勝田駅湊線改札で前売り乗車券好評発売中（900円） 徒代表らが参加しました。
田・佐和の各駅や学校で書かれました。

来年 2 月末日まで、湊線応援企画の「湊線
応援券」
と
「特製硬券 1 日フリー切符」
の冬バー
ジョンを那珂湊駅と勝田駅湊線窓口で販売し
ています。価格は応援券 100 円とフリー切符
900 円のセット価格 1,000 円です。
冬バージョンのフリー切符は特大の「D 型倍
寸硬券」で、旧型車の 4 連走行のイラストが
入っています。また、応援券は雪降る田園を
行く夜汽車が描かれています。
四季毎に発行される応援券 4 種類を揃え、
那珂湊駅窓口に呈示された方にはプレゼント
を差し上げます。

今年一年、各駅の清掃ありがとうございました

30.1.1

運賃
改定

見本

駅名

1月14日
（日） 2月4日
（日）

中 根

柳沢美田多･相金･三反田班

高田の鉄橋 柳が丘･関戸町･田中町自治会
那珂湊

湊中央
湊本町
商店街

釈迦町
幸 町
湊泉町

殿 山

七町目・牛久保町 和田町・殿山町

平 磯

平磯･平磯清水町自治会

磯 崎

磯崎町自治会

阿字ケ浦自治会
阿字ケ浦
1月は第2日曜日、2月は第1日曜日の朝
8：30〜。
（中根駅は朝8：00〜）実施します。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」8,680名を達成しました!

【応援団関係】
【海浜鉄道関係】
◇ホームページ http://www.hitachinaka-rail.co.jp ◇フェイスブック http://www.facebook.com/MinatoLineSupporters
◇ツイッター http://twitter.com/keha601
◇ツイッター http://twitter.com/minatoline
◇応援団HP http://minatosen.com（湊線どっと混む）
※「ひたちなか海浜鉄道」
「おらが湊鉄道応援団facebook」でそれぞれ検索もできます。

ひたちなか海浜鉄道 那珂湊駅 ひたちなか市釈迦町22-2
TEL 029-262-2361 FAX 029-262-5866

＜発行＞

ともに初めて黒字となりました。営業黒字は約 151 万円とわず
かですが、旅客収入の増加と経費削減により海浜鉄道発足後初
めて達成しました。しかし、少子化による通学客の微減傾向や円
安による燃料費の増加など予断は許さない状況も。通年の黒字
達成に向けて、吉田社長は
「今後も気を引き締めないと」
と話して
います。

入園者58万人超
6 ネモフィラシャトルバス好調、
国営ひたち海浜公園はネモフィラが見頃になったゴールデン

ウィーク9 日間に、58 万 3 千人と過去最高の人出を記録しまし
たが、海浜公園と阿字ヶ浦駅を結ぶシャトルバスの利用客も過去
最高の 2 万 2 千人と好調でした。連日 3 輌運行の列車が超満員。
応援団が同期間に那珂湊駅で手渡した乗車証明書は同期間に4
千枚近くになりました。

「ケンケンキッキ号」新登場
7 コマツ提供
コマツ茨城工場の竣工 10 周年を記念したラッピング列車の出

発式が 7 月 30 日に阿字ヶ浦駅でありました。
「ケンケンキッキ号」
と名付けられた車輌の片面は子ども達のぬり絵やイラストを反映、
もう片面には同工場で生産しているホイールローダーなど建機が
描かれています。湊線のラッピング列車 3 輌は個性豊かです。

！ 茨大留学生もひと役
8 外国人観光客増加
湊線を利用する外国人観光客がかなり増えてきました。お目当

は海浜公園、おさかな市場、水族館など。海浜公園のコキアの
時季にはタイアップした中国人留学生が湊線誘客に活躍してくれ
ました。コキアの頃の週末は悪天候続き。土砂降りだった日の阿
字ヶ浦行き車内は元気な外国人の姿しかありませんでした !

！ 初のシャトルバス運行
9 湊線でROCKへ
8 月に海浜公園で 4 日間開催された ROCK in JAPAN への輸送

に試験的に予約制ながらシャトルバスを運行、利用客から
「早い、
確実」
と好評でした。まだまだ伸びしろありそうな湊線です。

10 CMに！旅番組に! 湊線たびたび登場

高畑充希主演のかんぽ生命 CM に湊線が使われたほか、旅番
組にも沿線紹介とともに湊線の姿がたびたび登場しました。ノー
ベル文学賞を受賞したカズオ･イシグロさん原作のドラマ「わたし
を離さないで」
も再放送され、綾瀬はるか、三浦春馬の湊線乗車
シーンが再び流れました。

12/30・31限定「歳末パーク＆ライド」

初日の出に合わせ、勇壮な和太鼓と笛の演奏があります。
（磯埼灯台脇）
あじがうら号では先着 300 名様に開運福袋進呈！
縁起のいいまち☆ひたちなか推進協議会
沿線神社ではHotなサービス、海浜鉄道からもプレゼント。 の主催による合格祈願絵馬奉納式が、17 日

冬バージョンの応援券と
硬券フリー切符を販売

海浜鉄道 初の黒字達成
5 29年度上半期、
29 年度上半期（4 月〜9 月）の海浜鉄道営業損益と経常損益が

おらが湊鐵道応援団

海浜鉄道では 12 月 30 日㈯と31 日㈰の 2 日間限定で、おさかな市
場周辺の渋滞緩和のため、金上駅から徒歩 2 分の場所に臨時無料駐車
場を設置し、おトクなパーク＆ライドを実施します。毎年歳末の市場周辺
道路は大渋滞が発生します。歳末のお買い物は湊線利用がオススメです。
★駐車場 午前 8 時〜午後 2 時まで開設。300 台程度利用可能
★料 金 1 枚で 5 名様まで利用可能な金上ー那珂湊間の特別往復切
符が 1 枚 1,000 円（普通運賃の場合おとな 1 人 520 円）。
金上駅で発売します。
★その他 おさかな市場へは徒歩約 10 分。無料のキャリーカート貸出
しを那珂湊駅でしています
（台数に限りがあります）。
市場や商店街で特典がある乗車証明書を配布します。

野菜と干物の朝市 1月はお休み
那珂湊駅ホームで毎月第一日曜日
に実施している朝市は1 月はお休み致します。次回開催は2 月4 日㈰です。

応援団オリジナル

平日も那珂湊駅窓口で販売 駅猫セットなど 5枚組 350円

ポストカード 好評販売中 その他セットもあります。

絵手紙セット 12枚組 800円

「乗車証明書」
でおトク!

★乗車証明書は、湊線に乗車したお客様に駅員また
は応援団が発行する乗車特典のサービスです。証
明書を参加店舗に提示することにより各店独自の優
待が受けられます（スタンプ当日限り有効）。現在
沿線 100 店（施設）近くが参加し、お買物や宿泊
などで優待があります。
★サービスは乗車当日なら、何店でも利用できます。
★参加店は那珂湊駅待合室に置かれたチラシ、証明
書に印刷された QRコード、海浜鉄道 HPまたは応
援団 facebook ページでご確認ください。
★乗車証明書裏面に印刷された QR コードで湊線時
刻表と応援団 facebook ページも確認できます。
★乗車証明書は湊線フリー切符でも代用できます。

〒311-1222 茨城県ひたちなか市海門町2-8-13（ひたちなか商工会議所那珂湊支所内）
TEL 029-263-7811 FAX 029-263-6859 E-mail：minato@hcci.jp

