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和田町常陸海浜公園線が全線開通（12/21）

湊線＆応援団
2020年

10大ニュース

湊線は第3の危機 コロナ終息までともに頑張ろう！

誰もが予想もせず、そして予想を超える勢いで感染と経済や社会への打撃が大きく広がったコロナ禍。湊線と地域への影響は今も計り知れない状況が続
いています。年末恒例の「10 大ニュース」
をまとめましたが、この 1 年は湊線関連のイベントは皆無に近い状況の中、コロナ終息後に希望の持てる話題をな
るべく多く拾い上げました。湊線は廃線の危機、東日本大震災の危機を地域の力強い応援で乗り越えました。コロナ禍による今回の第 3 の危機もきっと乗り
越えていくことでしょう！

1 過去最高益が一転、上半期収入ほぼ半減

2019 年度の海浜鉄道決算は、輸送人員約 106 万人、旅客
運輸収入も 2 億円超えと、開業後の過去最高となり、単年度収
支も約 290 万円の黒字で過去最高益でした。しかし、この決算
が発表されたのは、緊急事態宣言解除直後の 6 月 1 日。高校生
の登校停止やゴールデンウイークの海浜公園閉園などが大きく響
き、10 月に発表された 2020 年度上半期の成績は、輸送人員、
運輸収入ともに前年比でほぼ半減に近い落ち込みになりました。
下半期に入り、定期利用が 1 割減まで持ち直すなど明るい兆しも 上空から見た美乃浜学園の体育館と新駅
見られますが、コロナ感染拡大第 3 波の影響もあり先行きは不透
明な状況が続いています。

開校＆開業へ急ピッチ
2 駅名も美乃浜学園
平磯ー磯崎駅間の高台に来年 4 月開校に向けて、小中一環の

義務教育学校・美乃浜学園の整備が急ピッチで進められています
が、学園の最寄り駅となる湊線 11 番目の新駅の名称が「美乃浜
学園駅」
となることが 5 月に発表されました。駅開業は学園開校
よりひと足早い来年 3 月の予定。約 500 人の児童生徒のうち 西側から見た新駅と美乃浜学園校舎
360 人前後が湊線利用での定期券通学が想定されています。駅
の新設工事や取付道路整備とともに、平磯、磯崎、阿字ヶ浦各
駅の転落防止柵整備などが現在進められています。開業後の湊
線利用増加へ期待が高まります。

3 那珂湊駅が公認「ウオーキングステーション」

8 月に那珂湊駅が日本市民スポーツ連盟公認のウオーキングス
テーションになり、10 月 17 日に記念大会が開催されました。ス
テーション開設は県内 4 番目で、駅を発着とする周辺の史跡や景
勝地を訪ねる6・10・20km のコースが認定されました。認定
を受けて、県内外から訪れるウオーキング愛好者たちの姿が街な 満開になった中根駅の大漁桜
かに増えています。駅には各コースの地図と
「パスポート」
と呼ば
れる歩行認定証も常備されていますのでぜひご利用ください。

今年一年、各駅の清掃ありがとうございました
駅名

1月10日
（日） 2月7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7 日㈰の予定です。

【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。

＜発行＞

掃と野菜市が、緊急事態宣言解除後の 6 月 7 日に再開され、そ
れまでの 3 か月近く、閑散としていた那珂湊駅に久しぶりに活気
が戻りました。この頃から高校生の通学も徐々に再開されました。
また、絵手紙応援隊による絵手紙列車の運行、土日の応援団の
那珂湊駅常駐とみなと源太さんの駅コン再開など、駅に活気が戻
ると街にも活気が戻る、を実感しました。

「電トメ」上映会
番外 地域鉄道を応援、

湊線沿線の「いま」がわかる! 応援団facebookページ「いいね！」9,260名を達成しました!

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

・野菜市再開、絵手紙列車など応援続く
8 駅清掃
新型コロナウイルス感染拡大での 3 月から活動を休止した駅清

企画したイベント
「ミスター Xからの挑戦状」が 11 月 7 日に開か
れ、200 人を超える親子連れの参加者で盛況でした。数名のグ
ループを組んで、湊線に乗って謎解きの小さな旅へ。コロナ対策
で車両も増結しました。ゴールの那珂湊駅では景品と那珂湊焼き
そばが。withコロナの時代へ挑戦するイベントにもなりました。

大漁桜が 3 月上旬に満開となり、ひと足早いお花見に多数の見物
客が訪れ、暗い話題の多い中、一服の清涼剤となりました。こと
しは近年にない見事な咲きっぷりで、NHK や茨城新聞でも紹介
されたこともあって「密を避けた地元の穴場で花見」がブレイクし
家族連れが多かったミスター X からの挑戦状
ました。応援団では満開の夜 5 日間、ライトアップをしました。

おらが湊鐵道応援団・ひたちなか海浜鉄道株式会社

現在は阿字ヶ浦駅に留置されている国内最古参のディーゼル車両
キハ 222 を再塗装し、鉄道神社として復活させようと、
「三鉄も
のがたり実行委員会」が募ったクラウドファンディングが、目標額
の 360 万円を上回る約 461 万円の寄付を集め、12 月 20 日に
クラファンが成功しました。おめでとうございます。

大盛況
10「ミスターXからの挑戦状」
コロナ禍の子どもたちに楽しみをと、市内の若い経営者たちが

中根駅の大漁桜ブレイク！
5 コロナ禍の清涼剤、
中根駅に応援団と地元の皆さんで約 10 年前に植樹した 8 本の

★勝田発 5:30と6:05 の列車は通常運行されます。
★応援団の案内、開運福袋の配布はございません。
★前売りの正月 3 が日限定「正月用湊線フリーきっぷ」は、
引き続き販売されますが、払い戻しをご希望の場合は販売
窓口で手数料なしで払い戻しできます。
★沿線各神社への初詣や初日の出見物は可能です。
★急な決定ですが、ご理解とご協力をお願い致します。

7 キハ222再塗装＆鉄道神社へのクラファン達成
1962 年製造で、湊線では 71 年から 2015 年まで活躍し、

両で 2 月 10 日に1 年 4 か月ぶりに復活しましたが、それもつか
の間、半年後の 8 月 6 日には市シルバー人材センター提供でシ
ルバー会員募集中と大きく書かれた
「チエブクロー号」
に再ラッピ
ングされました。鉄道ファンからは曙光の大地復活の声も…。

コロナ禍で利用者の大幅減が続く公共交通利用を喚起しよう
と、湊線の1日フリー切符を、一律400円引きする ひたちなか市
の補助事業が9月1日から始まりました。通常は1,000円が600
円（小人は500円が300円）
となり、勝田ー那珂湊間の通常往復
「曙光の大地」
運賃700円よりフリー切符の方がお得で、さらに全線乗り放題に 一時復活した
なります。事業の終了は1月11日までの予定。年末年始の湊線
「のんびり旅」をご家族で体験してはいかがでしょうか？

急行「あじがうら」 新型コロナウイルス感染拡大のため
快速「なかみなと」運行を取りやめます。

元日の初日の出・初詣列車、急行あじがうら号と快速なかみな
と号の運行取りやめをコロナウイルス感染拡大を受けて、残念な
がら12 月 18 日に急きょ決定しました。海浜鉄道開業前年から
毎年開催し、毎年 300 人前後の参加者を数えるだけに苦渋の決
断です。令和 4 年の元日には、運行が実現できるよう、コロナウ
イルスの終息を願うばかりです。

一時復活も、チエブクロー号に再変身
9 「曙光の大地」
海浜鉄道カラー「曙光の大地」車体色が、キハ 37100-03 車

4 1日フリー切符1000円→600円に！

元日の初詣・初日の出列車

6 残念！初日の出・初詣列車運行取りやめ

おらが湊鐵道応援団

11 月 7・8 日の両日、苦境に立たされている姉妹鉄道・銚子
電鉄が制作した自主映画「電車を止めるな！」が那珂湊駅近くの百
華蔵で上映されました。コロナ禍で厳しい経営が続く県内の地域
鉄道 4 社と茨城県が共同で企画した上映会の一環です。苦しい
経営はどこも同じ。銚子電鉄の竹本社長も駆けつけて同社の新
商品の菓子「父さんの帽子（倒産防止）」
を参加者に配りました。

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

