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今年は山茶花のあたり年（12/1・日工前駅）

湊線＆応援団
2018年

10大ニュース

阿字ケ浦

海浜鉄道開業10周年、乗客100万人達成！

年末恒例の「10 大ニュース」をまとめてみました。今年はひたちなか海浜鉄道が誕生してから10 周年の節目の年を迎えました。そして、念願の乗客
100 万人達成と、新会社になって初の実質黒字達成！この 10 年着実に1 歩 1 歩歩んできた湊線です。さらに、阿字ヶ浦駅から海浜公園口への延伸へ期待
も各方面から高まった 1 年でした。来年は新時代の幕開けでもあります。地域に支えられながら、さらに飛躍への期待が高まる湊線です。

乗客100万人+黒字達成！
1 2017年度
2017 年度（17.4〜18.3）決算で、海浜鉄道開業後初の乗客

5 新ラッピング列車2輌が新登場
長年アニマルトレインとして親しまれてきた 3710-03 車輌

！ 廃線危機から延伸期待へ
2 海浜鉄道開業10年
2008 年 4 月 1 日に第 3 セクターの鉄道会社として再出発し

6 全国に先駆け難病患者支援スタート
海浜鉄道は全国に先駆けて指定難病患者を対象とした運賃割

100 万人と、単年度純損益の黒字決算をダブルで達成しました。
乗客は高校生の減少などで定期客が 99.3％となる中、海浜公園
等への定期外乗客が大幅に増加したことなどが要因です。といっ
ても、乗客は 100 万 980 人、黒字額は 24,956 円と微妙な数
字。燃料費の高騰などで今後も予断は許されない状況です。でも、
苦戦が続く全国の地方ローカル鉄道の中でこれは大きな快挙に間
違いありません。
10 周年記念祭で挨拶する吉田社長（5 月13 日）

た湊線が、海浜鉄道開業 10 周年を迎え、5 月 13 日には 10 周
年記念祭が開催されました。
「利用者数 100 万人突破！」のステッ
カーが掲示された記念祭のステージに立った吉田社長は、
「東日
本大震災による長期運休など順風満帆とは言い難い 10 年でした
が、市民と行政の皆様と力を合わせた結果、経営内容も改善した。
海浜公園への延伸を視野に未来永劫続く鉄道を目指します」と話
しました。廃線の危機にあった湊線に、延伸計画が練られるまで
に成長した湊線。いま、全国からも注目を浴びています。

引を 7 月 8 日から開始しました。これまで障害者を対象とした運
賃割引制度はありましたが、難病患者の方々にも通院に伴う交通
費軽減や積極的な社会参加のための利用促進を図ることになりま
した。運賃は半額になります。福祉面でも一歩前進の湊線です。

ローカル鉄道大学
7 神田明神と意外な関係、
ローカル鉄道・地域づくり大学の東京講座が 6 月 10 日、神田

！「海辺の鉄道の話」 熱演が続いた「海辺の鉄道の話」（9 月 20〜
3 感動しました
海浜鉄道開業10周年記念企画として、水戸芸術館ACM劇場で 24 日・写真提供 水戸芸術館）
9月20日から24日まで公演された現代劇「海辺の鉄道の話」は、
計6公演が連日満席となり好評でした。海浜鉄道開業直前から現
在までの約10年間、湊線に関わる人たちと2匹の駅猫をモデルに
したストーリーは、笑いと涙の連続。大震災時の湊線や延伸計画ま
で丁寧に描かれました。湊線10駅のジオラマが設営された舞台で
は、主役で吉田社長役の春海四方さんら俳優のみなさんが、力
いっぱいの演技を見せてくれました。2年間取材を続けた作・演出
新登場の井上工務店号（左）
と、いばラッキー号
の詩森ろばさんは「今の社会が必要としているものがある場所」が
湊線にはあると語ってくれました。

アートの街へ一歩ずつ
4 MMMも10周年、
2009 年夏から湊線と沿線地域を舞台にして始まった MMM

（みなとメディアミュージアム）も今年で 10 年になりました。街
をアートで活性化していこうというこのイベント、今年は過去の大
賞受賞作家の作品を中心に展示しました。10 年間、アーティス
トとそれを支えてきた学生・地元スタッフには感慨深いものがあ
りました。MMM をきっかけに那珂湊で暮らし始めたアーティスト
もいます。今後の芸・学・官・民の展開が楽しみです。
中根駅で大漁桜ライトアップ（3 月22 日）

元日
運行

初詣・初日の出列車

駅前イルミ1/27まで点灯

勝田発 5:30 急行「あじがうら」
勝田発 6:05 快速「なかみなと」

年末年始恒例の駅前イルミ
ネーションは、勝田マラソン開
催日の 1 月 27 日㈰まで延 長
されます。那珂湊駅の点灯時
間は午後 4 時 30 分〜11 時で
す。ぜひご覧ください。

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！
沿線神社ではHotなサービス、初日の出は6 時 49 分。 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

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） いる朝市は 1 月はお休み致します。次回開催
※通常の乗車券・定期券でもご乗車いただけます。

冬バージョンの応援券と
硬券フリー切符を発売中

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描かれて
います。また、応援券は激しく雪降る沿線を
行くミキ 300-103 の写真です。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てい
ます。

は2 月4 日㈰です。

今年一年、各駅の清掃ありがとうございました

31.1.1

運賃
改定

見本

駅名

1月13日
（日） 2月3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！」8,840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＞

が、6 月 30 日に2019 いばらき国体のキャラクターをデザイン
した「いばラッキー号」に衣替えしたのに続いて、10 月13 日に
は 3710-01 が、地域の発展と飛躍への願いを込めて反射炉や
常陸那珂港などを描いた「井上工務店号」としてラッピングされ
ました。これで湊線の現役 8 輌は 4 輌がラッピング列車になりま
した。一方で、海浜鉄道オリジナルの「曙光の大地」塗装が見ら
れなくなり、淋しいとの湊線ファンの声も。

おらが湊鐵道応援団

明神で開催され約 60 名が参加しました。神田明神の御祭神・少
彦名命は大洗磯前神社から勧請。また、全国には神社参拝や初
詣を目的に開業した鉄道が少なくないとのことでした。

効果も！旅番組に露出度大
8「アド街」
テレビ東京の人気番組「アド街」でひたちなか市が 4 月 28 日に

放映されたのがきっかけで、5 月の連休には湊線をはじめ紹介さ
れた店やスポットが盛況でした。なかでも「宝くじが当たる神社」
の酒列磯前神社には連日観光バスが。旅番組効果は抜群です。

記念植樹しました
9 湊線開業105周年、
応援団では12 月9 日、中根駅と石切場踏切近くに応援団三反

田支部と共同で、湊線の開業 105 周年を記念して河津桜の植樹
をしました。湊線の次の 100 年へ夢と期待が膨らみます。

10 大好評、中根駅で大漁桜ライトアップ

大震災で長期運休した時に、中根駅に植樹した早咲きの大漁桜
10 本が大きく成長したので、3 月 17〜25 日に応援団で本格的
にライトアップしました。22 日夜には前日の雨で付近の田んぼに
水が溜まり、幻想的な夜桜と列車の水鏡が出現。予想以上の反
響が地元の人や SNS からありました。

忘年会・初詣に便利
年末年始 臨時深夜便を運行

★12 月 25 日㈫〜28 日㈮
勝田発 0:33 ー那珂湊着 0:47
など増発便と延長運転が計 4 本
★12 月 31 日㈪・1 月 1 日㈫
【下り】
（延長運転を含みます）
勝田発 23:51 ー阿字ヶ浦着 0:18
勝田発 0:33 ー阿字ヶ浦着 1:00
勝田発 1:20 ー阿字ヶ浦着 1:47
勝田発 4:30 ー那珂湊着 4:44
【上り】
（延長運転を含みます）
阿字ヶ浦発 23:35 ー勝田着 0:21
阿字ヶ浦発 0:21 ー勝田着 1:03
阿字ヶ浦発 1:03 ー那珂湊着 1:14
阿字ヶ浦発 1:50 ー那珂湊着 2:01
阿字ヶ浦発 3:57 ー勝田着 4:24

12/30・31 限定
金上ー那珂湊間 パーク＆ライド

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。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 4 時ま
で開設（300 台程度利用可能）
★料 金 1 枚で 5 人まで利用可
能な金上ー那珂湊間の特別往復切
符が 1 枚 1,000円（金上駅で発売）
★その他 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）。

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3 日㈰です。

「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

