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干し芋づくりが始まりました
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湊線＆応援団
2019年

10大ニュース

新時代令和、湊線の飛躍に期待膨らむ

年末恒例の「10 大ニュース」
をまとめました。令和最初の年、悲しいニュースもありました。那珂湊駅の駅猫として長年愛されてきた黒猫おさむの逝去です。
あとを継いだのは妹分の「ミニさむ」。人見知りの強い彼女ですが、半年たった現在はちょくちょくホームに顔を見せ、駅務にも自覚が芽生えてきました。駅
猫も世代交代、新時代が訪れました。湊線利用客も順調に伸びました。とくに定期利用が大幅増。新時代はローカル線のふだん遣いが増加する予感です。

おさむ、がんばれ ミニさむ
1 ありがとう
6 月 23 日早朝、おさむは駅事務室で静かに息を引き取りまし

6 旧型車キハ205再登場で人気
湊線の現役最古参車両「キハ 205」
が、車両検査を更新したの

2 「美乃浜学園」開校に向けて乗車検証始まる

7 工機前駅に駅名変更
日立工機から工機ホールディングスに社名を変更したのを受け

を機に、旧国鉄色のオレンジとクリーム色にきれいに再塗装され
て 10 月 20 日に再登場しました。週末の土日には夕方の区間運
転に定時運用されているほか臨時便としても活躍し、元気な姿が
鉄道ファンらを喜ばせています。キハ 205 は昭和 40 年の製造
から半世紀以上が経つ国内でも最古参のディーゼル車両です。
元日運行の「あじがうら号」では先頭の指定席車両を務める予定
で、前売り予約開始早々に満席になりました。

た。享年推定 17 歳、人間で言えば 90 歳台だそうです。海浜鉄
道開業翌年の 2009 年 7 月に那珂湊駅にひょっこり現れ棲みつい
て以来、マスコミや SNS 等に数多く登場し、駅猫として活躍しま
した。7 月 6 日には同駅ホームで「お別れの会」が開催され、約
300 人が参列したほか、お別れの会の前後には県内外からのべ
1,000 人近い弔問や献花が相次ぎました。2009 年 10 月にお
さむが連れてきた妹分のミニさむが駅猫のあとを継ぐことになり
ました。おさむ同様よろしくお願いします。

平磯ー磯崎間の旧電波研究所近くの高台に2021 年 4 月に開
校する、小中 5 校の統合校の名称が「美乃浜（みのはま）学園」
に決定しました。学園のすぐ近くを走る湊線には同時に新駅が開
業し、予想される児童生徒約 500 人のうち 7 割が湊線通学にな
ると想定されています。学校建設工事が始まり、新駅の工事も来
年度着工します。登下校時には大勢の小中学生が湊線を利用す 10 年間、那珂湊駅で駅務に励み、人気者だっ
ることから、10 月には小学生を対象に、駅ホームの安全対策や た駅猫おさむ
乗降時間の検証が、平磯駅などでおこなわれました。海浜鉄道
開業後、2 番目の新駅誕生へ準備が着々と進んでいます。

3 23年近く運賃据置き、消費税転嫁見送る

10月1日から実施された消費税率改定で、鉄道各社が運賃値
上げを実施しましたが、海浜鉄道は今回も普通運賃の値上げを見
送る“英断”をしました！湊線の運賃値上げは、茨城交通時代の
1997年4月に消費税率が3％から5％に改定されて以来、23年
間近くも据え置き記録を更新中です。海浜鉄道誕生から11年、大
震災のあった2011年を除けば、ほぼ順調に利用客が伸び、収支
も改善している湊線は消費税転嫁を見送りました。
平磯駅での乗車検証（10 月18 日）

に、おらが湊鐵道応援団が茨城県代表として選ばれ、2 月 6 日に
都内で表彰式がありました。沿線自治会などの強力なご支援によ
り、湊線を盛り上げてきた熱心な取り組みが評価されました。

後から湊線では初めて計画運休を実施、深夜の台風通過で翌 13
日には運行再開の予定だったものの、増水した那珂川に注ぐ中丸
川の氾濫で高田の鉄橋駅付近の線路冠水により夕方まで運休を
余儀なくされました。さらに10 月 25 日にも豪雨の影響で那珂
湊駅構内など3 か所が冠水し、夕方から約 6 時間の運休、天候
不順にたたられた秋になりました。

ロックトレイン

番外 MMM地域とのコラボ前進、でも…。

事が、6 月に東京で開催されたローカル鉄道・地域づくり大学で
講師を務めたのに続いて、9 月 30 日には国体視察を兼ねて那珂
湊駅を訪れました。同知事は運転席横の最前部で湊線にも全線
乗車。同県議会の視察もさきだってあり、滋賀県では湊線がロー
氾濫した中丸川と湊線のようす
（10 月13 日）
カル鉄道の先進地として名が知れているようです。

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」

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 48 分。

前売り乗車券好評発売中（おとな1,000円・子ども500円）
※通常の乗車券・定期券でもご乗車いただけます。

年末年始 臨時深夜便を運行

【下り】
（延長運転を含みます）
勝田発 23:49 ー阿字ヶ浦着 0:16
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

★12 月 31 日㈫ ~1 月 1 日㈬
【上り】
（延長運転を含みます）
阿字ヶ浦発 23:45 ー勝田着 0:18
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

今年一年、各駅の清掃ありがとうございました
駅名

1月12日
（日） 2月2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日曜日に実施します。

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 1 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2 日㈰です。

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,200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＞

て、5 月 19 日から9 月までミキ 300-103 車両をラッピングし
た
「ロックトレイン号」が期間限定で運行されました。ひたちなか
の真夏の青空と雲を思わせるブルーを基調にした車体色は湊線の
風景にも映え、たちまち人気になりましたが、惜しまれながら約
4 か月でクローズ。もとの三木鉄道色に戻されました。

10 初の計画運休+中丸川氾濫で冠水
市内外に大きな被害を出した台風 19 号。10 月 12 日には午

県議会でも視察に
5 滋賀県知事湊線へ、
元鉄道マンで地域交通活性化に取り組む三日月大造滋賀県知

元日
運行

期間限定でラッピング
8 ロックトレイン運行、
ロックinジャパン 20 周年とひたちなか市制 25 周年を記念し

「地域再生大賞」優秀賞受賞
9 応援団
地方新聞 46 紙と共同通信社が設けた
「第 9 回地域再生大賞」

運輸収入過去最高
4 上半期の輸送人員、
2019 年度上半期は、輸送人員約 58 万人（昨年比 110.7％

増）、旅客運輸収入約 1 億 1538 万円（同 108.7％増）
と、いず
れも開業以来過去最高の記録を更新しました。とくに、定期利用
客は通勤が 18％増、通学が 9％増と、大幅増になりました。また、
定期外利用も海浜公園のネモフィラ効果などが寄与し10％増、
ふだん遣いの利用客の利便性を重視しつつ、沿線イベントにも柔 キハ 205
軟に対応して稼ぐ効果が現れてきています。ただ、10 月からの
下半期に入って、台風など天候不順が影響して減収も見られます。
2 年ぶりの単年度黒字をめざしてがんばれ湊線。

て、10 月 1 日の “ 電動工具の日 ” に日工前駅から
「工機前」駅に
駅名が変更されました。同駅は昭和 37 年 4 月に従業員専用駅と
して開業し、平成 10 年までは朝晩だけの停車でした。駅名変更
を機に同駅と隣りの勝田・金上駅の駅名標もリニューアルされま
した。

おらが湊鐵道応援団

夏に開催されるアートイベントMMM（みなとメディアミュージ
アム）11 年めの今年は、地元小学生や高校生とアーティスト・ス
タッフの協働制作が前進し、いくつかの作品に反映されました。
一方で、湊公園の日和山に設置された作品が、夜間に倒され、
一部焼かれ踏みにじられるという許しがたい行為も。那珂湊高校
生とのコラボ作品だっただけにとても残念な出来事でした。地域
の皆様の一層の注視をお願いするものです。

歳末のお買い物は湊線で！

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。歳末の那珂湊市街は大渋滞が続きます。
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・那珂湊駅で発売）
★その他 那珂湊駅では無料のキャリーカート貸出しをしています
（台数に
限りがあります）。また、レンタサイクルもあります
（有料）。

「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

