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新駅開業に対する利用者と市民の評価

─ 高田の鉄橋駅を事例として ─

𡈽谷敏治*

Passengers’ and Residents’ Views on a Newly-opened Railway Station:
A Case Study of the Station ‘Takadano-tekkyou’

TSUCHITANI Toshiharu

鉄道の新駅開業に関して，事前の調査に比較して開業後の調査，とりわけ利用者や周辺居住者に対する

調査が不十分な場合が多い。本稿では，茨城県のひたちなか海浜鉄道湊線の新駅「高田の鉄橋」駅につい

て，開業後の実際の利用者，駅周辺居住者に対してアンケート調査を実施し，新駅開業の効果，新駅を含

めたひたちなか市の公共交通政策の課題について分析した。その結果，事前の予想以上の利用がみられ，

新駅の開業や同市の公共交通政策に対して，利用者はもちろん，新駅周辺居住者の評価がえられているこ

とが明らかになった。ただし，詳細にみると周辺地域の中でも評価に地域差がみられた。今後は，このよ

うな地域差の解消に向けた対策とともに，市民の公共交通に対する関心を向上させるための取り組みを継

続していくことが求められる。
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．はしがき

2014年10月1日，茨城県のひたちなか海浜鉄道湊線に「高田の鉄橋」駅が開業した。新駅開業に関

しては，開業前から都市計画，区画整理事業，駅周辺地域のまちづくりに重点をおいた議論が多数なさ

れてきた。とりわけ最近では，東北新幹線延伸，九州新幹線開業，北陸新幹線延伸，北海道新幹線開業

が続いていることから，たとえば，中野 （2011），木谷 （2015） など，これら路線の新駅や在来線駅の大

幅な改修にともなう議論が盛んである。

他方，新駅開業後の利用者や周辺地域に関する客観的な調査・研究は限定的で，たとえば，つくばエ

クスプレス開業にともなう沿線居住者の移動行動の変化に注目した岡本ほか （2008） の研究や，秋葉原

駅周辺の事業者の立地に関する内田・高津（2007）の研究などがみられるが，その事例は少ない。さら

に，地方の中小鉄道では新駅の開業そのものもわずかであり，開業後の客観的研究はほとんど行われて

こなかった。このことは，高田の鉄橋駅についてもあてはまる。

高田の鉄橋駅開業は，ひたちなか市が主導して行われた。開業前に，同市企画部企画調整課を中心と

して，4つの新駅候補地周辺の居住者に対するアンケート調査が実施され，従来のひたちなか海浜鉄道
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湊線の利用状況，開業後の新駅利用者数の予測などが検討された1）。新駅の開業に当たっては，もちろ

んこのような事前の調査は不可欠であるが，上述のように開業後についても利用実績の調査，実際の利

用者に対する調査，駅周辺居住者の利用状況調査，新駅に対する利用者や周辺居住者の評価についての

調査が実施され，新駅開業の効果とその評価が検討されるべきである。もちろん，新駅の開業に限ら

ず，鉄道や軌道の新規開業，新規バス路線開設，コミュニティバスの導入などの場合も，事前の調査に

加えて，開業後の調査が不可欠と考えられる。しかし，一般的に事前調査に比較して開業後の調査は不

十分で，とりわけ利用者や周辺居住者に対する調査は限定的である。今回，ひたちなか海浜鉄道の協力

の下，これらの調査を行う機会をえることができた。本稿は，利用者・周辺居住者の利用実態と，高田

の鉄橋駅，ならびにひたちなか市の公共交通政策に対する評価を分析することによって，同駅開業の効

果と課題を明らかにすることを目的とする。

．調査時期と調査方法

高田の鉄橋駅開業の効果について，同駅の実際の利用者と同駅周辺の居住者を対象に調査を実施し

た。開業が10月1日であり，10月・11月の開業当初は，各種メディアの報道の影響を受けた利用や鉄

道愛好者の利用，収集目的の乗車券購入など，開業ブームを反映した需要が想定される。実際10月に

は，需要がほとんど考えられない隣接駅の那珂湊や中根までの通勤定期の購入が記録されている2）。ま

た，年末・年始も特有の利用が想定される。さらに，利用者のかなりの部分を占めると考えられる高校

生について，卒業年度生の 2月・3月利用は減少する可能性が高い3）。これらの影響を考慮して，同駅

利用者の調査は，1月末，2015年1月29日 （木） に実施した。調査は，高田の鉄橋駅の実際の利用者を

対象に，同駅乗車客，降車客に対して調査票を配布し，利用者自身による記入を求めた。主な調査項目

は，乗車区間，利用目的，高田の鉄橋駅開業まで同じ移動目的で使用していた交通手段，同駅の利用頻

度，同駅までの交通手段，同駅の評価と感想，回答者の諸属性である。

高田の鉄橋駅周辺居住者については，隣接する那珂湊・中根の両駅より，高田の鉄橋駅が近いと判断

される住宅地を対象地域とした。図 1の柳が丘，柳沢，峰後，関戸，田中後，相金町が相当するが，対

象地域内の回答者の居住地を考慮するのは，𡈽谷（2006；2009；2013）でも示されたように，居住地に

よって，利用者や利用の特色・交通機関に対する評価に相違がみられるからである。なお，相金町は全

域ではなく，高田の鉄橋と那珂湊のほぼ中間を南北に通る市道以西を対象地域とした。また，回収した

調査票の中には，わずかながら栄町，釈迦町の世帯も含まれていた。ポスティングによりこれらの地区

の1,000世帯に調査票を配布し，各世帯単位で回答を求め，郵送によって回収した。主な調査項目は，

高田の鉄橋駅開業の情報入手手段，通勤，通学，など日常の移動行動における移動目的別の交通手段，

湊線列車利用の頻度・利用駅，高田の鉄橋駅に対する評価，湊線存続の可否，公共交通全般に対する財

政支援の可否，回答世帯の諸属性である。

調査の結果，高田の鉄橋駅利用者については48人から回答がえられた。ひたちなか海浜鉄道による

2015年 1月の同駅乗車人員推定値が，1日平均40人程度であることを考慮すると4），当日利用者の大多

数から回答がえられていると判断される。利用者の特色や利用傾向を把握する上でも，信頼性の高い分

析が可能と考えられる。なお，ひたちなか市企画部企画調整課によると，高田の鉄橋駅開業前の利用者

予測では，乗降客あわせて40人程度であった5）。今回の調査は，乗車客，降車客を対象としているが，

同一の利用者については，1回のみの調査を原則としている。出掛ける際と帰宅する際に乗車，降車で

2回高田の鉄橋駅を利用しても，調査票は 1枚が基本である。このことから，高田の鉄橋駅利用者は，



図 1　高田の鉄橋駅の立地と居住者調査の対象地域
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開業前の予測に対して 2倍程度であると推定される。

高田の鉄橋駅周辺居住者については，315世帯から回答がえられ，回収率は31.5％に達した。2009年

に実施したひたちなか市全域でのひたちなか海浜鉄道に関する調査 （𡈽谷，2013）では，回収率が21％

を超え，このような調査としてはかなり高い回収率を記録して，ひたちなか海浜鉄道に対する市民の関

心の高さが明らかになった。今回の調査はこの結果を大きく超えるもので，高田の鉄橋駅周辺の居住者

が，同駅の開業，ひたちなか海浜鉄道，ひたちなか市の公共交通政策について，高い関心をもち，身近

な問題として考えている意識の表れであろう。このことは，後述する自由記述欄の記述にも反映されて

いる。これまでの調査では，自由記述欄の記述は全調査票のうち10～20％程度であることが多かった。

しかし，高田の鉄橋駅，ひたちなか海浜鉄道，ひたちなか市の公共交通政策についての意見を求めた今

回の自由記述欄に記述された調査票，他の設問の選択肢「その他」で同様の意見が記述された調査票を
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図 2　回答者の諸属性
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あわせると，回答総数315のうち165の調査票で，感想，意見，提案などの記述がみられた。このよう

に，半数を超える調査票に記述があったことは，駅周辺居住者の非常に高い関心を裏付けるものと判断

される。

．高田の鉄橋駅利用者調査結果

１．回答者の属性

回答者48人の諸属性を示したのが図 2である。回答者数が限られているため，詳細な分析はできな

いが，60％が女性である。年齢構成をみると半数近くが10歳代で，50歳代，20歳代がつづいている。

この年齢構成を反映して，回答者の職業は，高校生が40％近く，会社員が約30％で，両者で全体の約

2 /3を占める。この結果から，高田の鉄橋駅の利用者は高齢者に偏ることはなく，10歳代の高校生と20

歳代～50歳代の会社員を中心に，幅広い年齢層に渡っているといえる。

居住地については，回答者の約3 /4が高田の鉄橋駅周辺で，相金町がやや多いが，峰後，田中後，柳

が丘など駅周辺の各町･字に渡っている。残りの1 /4は高田の鉄橋駅周辺以外の居住者で，通学や通勤
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図 3　高田の鉄橋駅までの交通手段（n ＝ 47）
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図 4　高田の鉄橋駅開業前の利用駅・利用交通手段（n＝ 47）
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などの目的で 6），同駅を利用していると考えられる。ただし，柳が丘居住者の利用は当初の予想ほど多

くなく7），駅の近隣や東側に当たる田中後，峰後，相金町の居住者の方が多い。駅までの交通手段をみ

ると，図 3に示すようにほとんどが徒歩で，自転車と自動車による送迎が数名ずつみられる。なお，複

数回答があるため，回答総数は回答者数を超える。駅設置の本来の目的が，同駅周辺居住者の利便性向

上であるため当然の結果であるが，後述のように柳が丘方面からの利用の問題が残っている。このこと

は，高田の鉄橋駅開業以前の利用駅・利用交通手段にも現れていて （図 4），ほとんどが那珂湊駅利用か

らの移行で，駅周辺や駅の東部居住者の利用を裏付けている。居住者アンケートの分析でも，柳が丘方

面からの道路整備の遅れが指摘されていて，高田の鉄橋駅利用促進のためには，柳が丘方面からのアク

セス道路整備，駐輪場整備，送迎用自動車の停車スペースなどの整備が求められている。開業前の自動

車による送迎や自分の運転する自動車からの移行は僅かで，自動車から公共交通機関利用促進への効果

は不十分であったといえる。もちろん，行政やひたちなか海浜鉄道の新駅開業の目的が，市民の大きな

意識変革までめざしたものではなく，当面の利用者増に重点が置かれていたことは明らかである。
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図 5　回答者の利用区間（n ＝48）

図 6　回答者の利用目的（n ＝47）

0 5 10 15 20

28― ―

２．回答者の利用状況

回答者の利用区間を示したのが図 5である。無回答の 2人を除くと，勝田で JR線へ乗り継ぐ利用者

が30人で約2 /3を占め，勝田までのみの利用者が10人で20％あまり，両者をあわせると，90％近くは

湊線については勝田までの利用者である。JR線乗り継ぎ利用者のうち回答がえられた29人について，

JR線の乗降駅をみると，水戸が11人，佐和が8人で，両駅でほぼ2 /3を占める。

利用者の利用目的を図 6に示すが，この場合も複数回答がみられるため，各目的の回答者を合計する

と有効回答数を超える。利用目的は，回答者の職業・年齢構成を反映して通学と通勤が卓越し，両者で

3 /4を占め，遊びに行く・観光・飲み会などの余暇目的 （以下，余暇と記述する），買い物などが若干み

られる。この結果，回答者の同駅利用頻度は図 7に示すように，週 4回以上の日常的利用者がほぼ半数を
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図 7　高田の鉄橋駅の利用頻度（n ＝47）
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図 8　高田の鉄橋駅の評価（n  ＝46）
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占めるが，通学目的の利用者には17人中 6人が週 2・3回の利用で，自転車や送迎などとの利用交通手段

の使い分けが考えられる。ひたちなか海浜鉄道では，割安な年間通学定期を発売して通学定期利用促進

策がとられているが，このような交通手段を使い分けている通学者の通学定期利用への移行の課題が残

されている。その他の利用目的では，週 2・3回から今回はじめてという回答もあり，利用頻度は比較

的低いが，このような非日常的な利用者を取り込んでいくことも，全体としての利用者増に有効である。

３．回答者の評価

図 8は，高田の鉄橋駅開業に対する回答者の評価である。回答者は，すなわち高田の鉄橋駅利用者で

あり，当然のことながら，多くの回答者が同駅を高く評価している。とても便利になったとする回答が

約80％，少し便利になったをあわせると，90％以上が高田の鉄橋駅開業を肯定的に評価している。と

くに変わらないという否定的な回答は，3人に過ぎない。この結果から，回答者の多くは同駅近くに居

住しているなど，比較的高田の鉄橋駅を使いやすい条件にあると考えられ，新駅開業の恩恵を受けた当

然の結果ともいえる。なお，自由記述欄の記載者は僅かであったが，勝田で JR線への乗り継ぎ利用が

多いことを反映して，JR線や他の交通機関との連携の必要性が指摘されている。

．高田の鉄橋駅周辺居住者調査結果

１．回答世帯の属性と新駅開業の認知

回答がえられた世帯の属性を図 9に示す。居住地については，柳が丘が138世帯で全回答世帯の約

44％に相当し，次いで相金町が90世帯で約29％，田中後43世帯約14％，峰後30世帯約10％とつづ

く。2015年 1月末現在の各町・字別世帯数 8）に対する回答世帯の割合をみると，柳が丘は395世帯のう

ち回答がえられた138世帯は約35％に相当する。相金町は全域が調査対象地区ではなく，那珂湊駅より

の地区を除いた高田の鉄橋駅に近い地区を対象としたため，総世帯数に対する回答世帯の割合は約

16％であった。田中後，峰後の回答世帯の割合は，それぞれ約23％，25％であった。多少の偏りはある

が，回答世帯が対象地域の各町・字に分布していることがわかる。なお，関戸は上記資料では 9世帯と
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図 9　回答世帯の諸属性
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絶対数が少ないが，そのうち 5世帯から回答がえられた。これら以外に周辺の柳沢，栄町，釈迦町から

の回答が 9世帯含まれている。

居住地以外の諸属性では，世帯主の年齢は60歳代と70歳代以上が約1 /3ずつで，高齢世帯主の割合

が高い。世帯人員も 2人以下が過半で，このことからも高齢の夫婦・単身世帯の多いことが窺える。こ

れは世帯主の職業構成にも反映され，無職が約42%で最も高い。会社員，公務員など日常的な通勤を

ともなうと考えられる世帯主は1 /3あまりであった。

新駅の開業をどのような手段によって知ったかを図10に示す。回答者によっては複数の手段を答え

ているため，図では有効回答者数に対する各手段回答者の割合 （％） を示している。このため，すべて

の手段を合計すると100％を超える。図から明らかなように，ひたちなか市の「市報ひたちなか」を通

じて知ったという回答が圧倒的で，60％あまりである。これに対して，一般紙は10％程度である。𡈽

谷 （2013） による先の分析でも，同市報の市民に対する情報提供効果の大きさと，それによるひたちな

か市の積極的な広報活動の有効性が指摘されたが，今回もこれを裏付ける結果となった。市報につづい

て，友人と近所など，個人的なネットワークをあわせると約30％であった。友人や近所の多くは市報
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図10　高田の鉄橋駅開業情報の入手手段（n ＝308）
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を通じて情報をえていると推定され，このような個人的ネットワークが，市報の広報効果をさらに高め

ていると考えられる。

２．高田の鉄橋駅と移動行動

本調査では，𡈽谷（2013）の湊線の調査で，利用目的として多くの回答があった通勤，通学，通院，

買い物，余暇，習い事・塾など （以下では，習い事と記述） の各移動目的を取り上げ，それぞれの移動

目的で利用される交通手段を検討した。選択肢は，当該の目的では移動しない，湊線列車，自分で運転

する自動車，自動車による送迎，タクシー，バス （あおぞらバス，茨城交通バス）９），バイク・自転

車，徒歩，その他とした。この場合も，複数の移動手段の回答がみられるため，回答数の合計が有効回

答数を超える場合がある。

比較的高齢の世帯からの回答が多いことを反映して，とくに通学，習い事では移動しないとする回答

が多く，各目的によって実際の移動者数が異なる。このため，実際の移動者に占める各移動手段利用者

を検討するため，有効回答数から移動しないという回答を除いて，各目的の移動者総数に対するそれぞ

れの移動手段回答者の比率を示したのが図11である。もちろん複数回答があるため，各移動目的の合

計は100％を超えるが，通勤では約95％，買い物，通院で約80％，習い事で70％あまりが自分で運転す

る自動車と回答していて，自動車への依存の高さが明らかである。

自分で運転する自動車以外では，通勤では湊線の利用が自動車に次いで約19％，実数では41人が湊

線と回答している。湊線利用者についてその利用頻度をみると，週4回以上，すなわち平日ほぼ毎日の

利用者が11人，パート・アルバイトなどが考えられる週 1回以上まで広げると13人となる。もちろん

これは回答世帯だけの結果であり，実際の日常的通勤者はさらに多い可能性が高い。

通院と習い事では，自分で運転する自動車に次いで自動車による送迎の割合が高い。通院は，運転が

できない高齢者や年少者，運転ができても体調不良等，送迎の必要性が想定される。習い事について

は，回答者自身の習い事，同居家族の塾や習い事などが想定され，免許保有者自身の習い事は自分の運

転する自動車で，年少者や高齢者などは送迎を選択していると判断される。いずれにしても，通院，習

い事ともに自動車に依存していることは明らかである。買い物では，徒歩が約20％，自転車が約16％

みられ，買い物先までの距離や買い物の量などによって，自動車とこれらの移動手段を使い分けしてい

ると判断される。
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図11　移動目的別にみた交通手段別移動者比率 （％） （n ＝295）
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通院，買い物，習い事をあわせると，湊線を利用するという回答者は45人になるが，もちろんその

利用頻度は低い。利用頻度を詳しくみると，ほとんどの回答は，月単位の利用，あるいはそれ以下で，

月 1～3回以下やこれまでに数回と回答している。ただし，このことは現状の利用頻度は低いが，潜在

的な利用は存在しており，湊線の利便性を高めることで，利用者増を図る可能性があることを示唆して

いる。運行回数をふやすことは現状ではかなり難しいが，ラウンドダイヤの導入などによって，目的地

までの所要時間が予定できるようにするなどの方法で利便性を向上することは可能であろう。

通勤，通院，買い物，習い事に対して，通学と余暇目的は移動手段の構成が異なる。通学は，回答数

そのものは少ないが，高校生を中心に，大学生や専門学校生などで，この中には運転免許所持者も含ま

れている。したがって，自転車，自動車による送迎，徒歩，湊線，自分の運転する自動車など通学距

離，通学条件などに応じて移動手段が選択されていると考えられる。回答世帯からは，12人の通学目的

での湊線利用者がみられ，そのうち 7人は週 4回以上の利用者であった。上述の通勤目的の利用者とあ

わせて，回答世帯だけでも20人近くの通勤・通学による週 4回以上の利用，すなわち日常的利用者が

存在することになる。この値は，前章の利用者調査結果の週 4回以上の利用者数23人に近い数値であ

る。本章の調査は30％程度の回収率であることから，定期乗車券以外の回数券等による利用者も含め

て，日常的利用者はさらに多い可能性がある。このことからも，日常的利用促進策の検討は有効であ

り，通勤・通学定期利用者をふやしていくことが求められる。

これらに対して，余暇目的では，移動手段が分散傾向を示す。自分で運転する自動車という回答が最

も多いが，湊線の利用が僅かの差でつづき，50％近くの回答がみられる。自動車による送迎も20％を超

え，あおぞらバス・茨城交通バスも10％近くである。目的地，居住地，余暇の内容などにより移動手

段が選択されていると考えられる。もちろん，余暇目的での湊線の利用は，月 1～3回程度やこれまで

に数回がほとんどであるが，通院，買い物，習い事目的と同様，このような非日常的利用者，潜在的利

用者を取り込んでいくことが，全体としての利用者増につながる。

３．高田の鉄橋駅の利用

高田の鉄橋駅までの移動手段を図12に示す。この場合も複数回答があるため，有効回答数に対する
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図12　高田の鉄橋駅までの移動手段比率 （％） （n＝315）
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図13　湊線乗車時の利用駅
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当該の交通手段回答者比率で示している。調査対象地域が高田の鉄橋駅周辺であるため，70％以上が徒

歩と回答しているが，自転車と自動車による送迎がそれぞれ10％弱みられる。利用者調査結果と同様の

傾向である。駅へ行かないという回答も約20％みられる。

湊線乗車時の利用駅については，高田の鉄橋駅周辺居住者の調査にもかかわらず，図13のように高

田の鉄橋駅が約70％で，約30％は那珂湊駅と回答している。調査対象地域の東部は高田の鉄橋駅と那

珂湊駅のほぼ中間に位置することから，両駅の選択が可能である。このため，実際の距離とともに，道

路の迂回状況や歩きやすさなど，心理的な距離，プラットホームだけの高田の鉄橋駅に対して那珂湊駅

の待合室や駅設備なども含めて，利用者が利用駅を選択しているためと考えられる。

．回答者の公共交通に対する評価

１．評価と地区別集計

高田の鉄橋駅，湊線の存続，公共交通機関支援について回答者の評価を求めたが，これまでの分析結

果，先の𡈽谷（2013）の調査結果からも，回答者の居住地域による評価の差が予想される。このため，

有効回答全体についての分析に加え，居住地域別の分析を行った。地域区分は図 1に示した通りであ

る。湊線，広幅員道路，河川など，徒歩移動の障害物を基準に地域区分を行ったが，ほぼそれぞれの

町・字単位とした。また，回答数の少ない町・字は隣接町・字に含めた。その結果，柳が丘・柳沢，田

中後・栄町・釈迦町，峰後・関戸，相金町の 4地区に区分した。それぞれの地区の回答世帯数は，140，

49，35，90である。上述のように，ひたちなか市の統計からみて各町・字の総世帯数に偏りがあり，

調査結果の回答世帯数もそれを反映している。

２．高田の鉄橋駅の評価

図14は，高田の鉄橋駅ができで利便性が改善されたか否かについて，回答を求めた結果である。選
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図14　高田の鉄橋駅に対する評価（n＝299）
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図15　湊線存続の可否（n＝307）

34― ―

択肢は，「とても便利になった」，「少し便利になった」，「変わらない」，「その他」とした。全体でみる

と，「変わらない」が40％近く，「とても便利になった」と「少し便利になった」が残りのほぼ半数ず

つで，これらの肯定的な意見が60％近くを占める。しかし，地区別では，高田の鉄橋駅に最も近い峰

後・関戸では50％が「とても便利になった」と回答し，「少し便利になった」を加えると約3 /4が肯定

的な評価をしている。峰後・関戸につづいて高田の鉄橋駅に近い田中後・栄町・釈迦町でも，「とても

便利になった」が約36％，「少し便利になった」が約33％で，肯定的な評価がほぼ70％である。相金町

では，「とても便利になった」，「少し便利になった」，「変わらない」がほぼ1 /3ずつとなったが，肯定

的・否定的という視点からみると，2 /3が肯定的であるといえる。他方，柳が丘・柳沢では，「とても

便利になった」が20％に届かず，「変わらない」という否定的意見が半数を占める。このように，峰後･

関戸，田中後・栄町・釈迦町，相金町の肯定的評価，柳が丘・柳沢の否定的な評価が目立つ結果となっ

た。

３．ひたちなか海浜鉄道湊線の存続と公共交通

ひたちなか海浜鉄道湊線の存続について，「存続してほしい （以下，存続）」，「存続の必要はない （以
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図16　公共交通機関に対する財政支援の評価（n＝293）
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下，不要）」，「どちらともいえない」，「その他」という選択肢を設定して，回答を求めた。結果を図15

に示す。茨城交通の鉄道事業撤退表明を受けて，2008年に第 3セクター化して約 7年，さらに，2011年

の東日本大震災被災からの復興と利用者数回復を受けて，存続を望む意見が圧倒的である。ただし，こ

の場合も若干ではあるが，高田の鉄橋駅の評価を反映した結果がみられる。存続を希望する割合が最も

高い峰後・関戸では97％，次いで田中後・栄町・釈迦町が約90％に達するが，最も低い柳が丘・柳沢

では約78％である。柳が丘・柳沢では，不要という回答も約 7％みられる。もちろん，対象地域全体を

通じて湊線の存続に対して十分同意がえられていると判断でき，対象地域の住民の意向に関していえ

ば，存続に向けた政策の実行に問題はない。ただし，柳が丘・柳沢地区居住者の不満の内容を検討し，

具体的な対策を講じることが必要である。

次に，湊線，あおぞらバスなどの公共交通機関に対する財政支援については，「積極的に支援して公

共交通を便利にしてほしい （以下，積極支援）」，「現状レベルの公共交通を維持してほしい （以下，現状

維持）」，「支援額を減らして公共交通を縮小してもよい （以下，減額縮小）」，「公共交通は必要ない （以

下，不要）」，「分からない （以下，不明）」，「その他」の選択肢を設けた。結果を図16に示す。地域全体

でみると，「積極支援」と「現状維持が」が43％～44％とほぼ同率で，少なくとも公共交通に対する財

政支援の必要性については，肯定的な考え方が一般的である。現状の財政支援については合意がえられ

ており，さらに公共交通の必要性についての広報活動を展開していくことによって，市民の理解の上に

立った積極的な公共交通政策を展開していくことも可能になると判断される。

この場合も地域差がみられ，峰後・関戸では「積極支援」が50％を超え，「現状維持」をあわせる

と，95％近くに達する。田中後・栄町・釈迦町では「積極支援」は40％程度であるが，「現状維持」の

割合が高いため，肯定的な回答全体では峰後・関戸と同様，高い合意がえられている。他方，柳が丘・

柳沢では，肯定的な回答が約83％である反面，「減額縮小」，「不要」という否定的回答が，他の地区に

比べて若干高くなっている。

４．自由記述欄からみた評価

今回の調査における自由記述欄は，高田の鉄橋駅，ひたちなか海浜鉄道，ひたちなか市の公共交通政

策に対する意見や感想を求めたものである。また，高田の鉄橋駅ができて便利になったか，公共交通機

関への行政からの財政支援の可否についての設問で，想定した選択肢以外の「その他」の選択肢に付随
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した括弧内に，同様の感想や意見が記述された回答があったため，これらも含めて165件の回答につい

て分析を行った。

自由記述欄は，回答者の主観に基づいて記述されているため，記述内容は肯定的・否定的感想，行政

や交通事業者への要望や提案などさまざまである。今回は，まず要望や提案があるものと単なる感想を

分け，前者については，その要望や提案の内容に基づいて分類した。後者は，肯定的な感想と否定的な

感想に分けた。その結果，記述内容を10項目に分類し，各分類項目ごとの記述者数を求めた。もちろ

ん，複数の項目に渡った記述も多数みられ，その場合は該当する項目それぞれの記述としたため，165

人の回答者数に対して各分類の記述合計は233となった。各分類項目と代表的な記述内容の例を以下に

示す。

①高田の鉄橋駅までの道路・橋の整備

「40年も待った柳が丘団地の住民にとっては，何のメリットもない」，「鉄橋の横を渡って行きまし

たが，現在網が張ってあります」，「川を渡るために県道に出なくてはならないのが不便です」という

内容の記述が多数みられる。その多くは柳が丘の居住者で，新駅の話題が聞かれるようになってから

実際の開業まで，長い期間を要したことへの不満が読み取れる。また，駅の位置が予想より那珂湊寄

りであったこと，鉄橋脇の通路が通行できなくなり，県道へ大きく迂回しなければならなくなったこ

とへの不満も大きい。

②駅・周辺の整備

「駅のまわりの道があまりにも細くて危険です」，「駅周辺が暗くて夜はこわい気がします」，「鳥の

フンが多い」，「自転車置き場に線路に沿って強風が当たる」，「駐車場がせまい」など，高田の鉄橋駅

横の道路の狭さ，夜間の照明整備，使いやすい駐輪場や駐車場整備の要望と，プラットホーム上の県

道高架橋からの鳥の糞に対する不満が多くみられる。

③ JR線接続改善・運行本数の増加

「JR勝田駅での常磐線との接続（特急列車等）」，「便数を増やせないでしょうか」など，勝田での

JR線乗り継ぎ利用者が多いことを反映して，接続の改善を求める要望と，運行頻度向上の希望が主

なものである。

④運賃の引き下げ

「水戸へ行くときに料金が安いため常澄駅を利用することが多いです」という記述にあるように，

JR線に比べて運賃水準が高いことへの不満がみられる。地方の第 3セクター鉄道としては， JR線より

ある程度運賃が高くなることは致し方ないとしても，勝田での乗り継ぎ利用者の多くは水戸までの利

用者である。この場合，湊線の勝田までの運賃と，JR線勝田・水戸間の運賃が単純に合算されるこ

とになり，那珂川対岸の鹿島臨海鉄道常澄駅まで，自動車による送迎や自転車などを利用すると，常

澄・水戸間の運賃は，湊線利用の勝田経由の半分以下になる。このようなことを反映して，運賃に対

する不満が記述されている。

⑤路線の延伸

市長の見解として，湊線の国営ひたち海浜公園までの延伸検討が表明されていることから，これを

期待する記述がみられる。海浜公園から大型商業施設や，勝田までの環状線の要望もある。

⑥アイデア提供

高田の鉄橋以外の新駅の設置や，観光開発を含めた市民の視線からの提案が示されている。

⑦バスの整備拡充

「あおぞらバスは，柳が丘へも乗り入れるべき」という記述が，高田の鉄橋駅が使いにくいという
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図17　自由記述欄の主な項目記述者数（n＝233）
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柳が丘居住者を中心にみられる。また，「あおぞらバスの路線・回数・時間を考えてほしい」など，

あおぞらバスに対する要望も多い。

⑧公共交通機関の存続

「高齢化が進む中で，公共交通はますます重要な手段になると思います。住民を含めた中で維持さ

せていくことが必要だと思います」という記述にみられるように，高齢化の進展，自動車を運転でき

なくなった際の不安など，これからの公共交通に対する期待が語られている。

⑨肯定的感想

「高田の鉄橋が出来てから大変便利になりました」など，駅近隣の居住者の評価や，湊線，公共交

通に対する支持が記述されている。

⑩否定的感想

「税金のむだ使い。自立営業できなければ廃線すべき」など，高田の鉄橋駅を直接利用出来ない回

答者，自動車利用が当然で，公共交通の必要性を否定的に考える回答者の感想が述べられている。

これら10分類について，各項目に該当する記述者数を図17に示す。具体的な意見や提案よりも，一

般的な感想の記述が多い。そのうち，肯定的感想が50件近くに達し，高田の鉄橋駅やひたちなか市の

公共交通政策への支持者が多いことが窺える。次いで否定的感想が30件であるが，賛否の違いはある

が，感想が述べられるということは，多くの居住者が高田の鉄橋駅や公共交通に関心をもっていること

を示していると判断される。

否定的感想とほぼ同数で，駅周辺の整備，駅までの道路・橋の整備があげられていて，高田の鉄橋駅

を利用しているか，少なくとも利用しようという意志をもっている居住者の存在が読み取れる。高田の

鉄橋駅が市街地内部ではなく市街地の縁辺部に立地し，県道のガード下でもあるため，とりわけ夜間に

おいて，照明設備など治安の向上が求められている。あわせて，県道ガードに巣をつくる鳥類の糞対策

の指摘もみられる。また，駅前の道路が狭く自動車 1台の通行が限度で，他の自動車，自転車，歩行者

との離合も困難な状況，自動車による送迎のしにくさ，駐車スペースや駐輪スペースの不足に対する不

満が表れている。また，駅までの道路・橋の整備については，分類①に示したように，とりわけ柳が丘

方面から高田の鉄橋駅へのアクセス問題の指摘がなされている。

次いで，公共交通機関の存続，バスの整備拡充が20人あまりで，これらは，自動車を使えなくなる
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図18　記述項目別にみた記述数の地区構成比（n＝164）
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ことへの危機感の表れと考えられる。自動車に依存した日常生活以外に考えられない回答者も多く存在

する中で，将来に対する客観的な認識や危機感を抱く市民の存在は注目される。広報紙による日常的な

広報活動，市民に向けたシンポジウム，イベントなどを通じて，公共交通に対する市民の認識をさらに

高めていくことが，行政や交通事業者の今後の責務である。

これにつづく湊線の路線延伸は，行政による広報の成果であろう。市報やメディアによる広報とその

話題性の高さから，市民に強い印象を与えた成果と考えられる。𡈽谷（2013）の調査の際には，DMV

（dual mode vehicle：デュアルモードビークル） に期待した回答が多数みられたが，当時の茨城県やひた

ちなか市の広報活動を反映したものと解釈される。このような事例からも，行政からの働きかけは，市

民の見解に対して大きな影響力をもっている。

以下，運賃に対する対策を求める意見，市民の視点からのアイデア提供，JR線との接続や運行頻度

改善の要望が，それぞれ10件前後みられる。

10項目の記述について，その記述数の地区別構成を示したのが図18である。最上部の回答者合計

は，居住地の回答がなかった 1人を除いた164人について，回答者の居住地区別構成を示していること

になる。各記述項目の構成がこの回答者合計の構成と同様なら，当該項目の記述に地区間の偏りがな

く，構成が相違するなら，地区間の偏りがみられることになる。ここでは，記述数が少ない項目を除い

て，図17において20程度以上の記述がみられた項目を中心に考察する。

注目されるのは，高田の鉄橋駅までの道路・橋の整備である。柳が丘・柳沢の居住者は自由記述欄回

答者全体の50％弱であるが，高田の鉄橋駅までの道路・橋の整備についての記述では，90％以上が柳

が丘・柳沢の居住者で占められている。上述のように，駅の立地が予想より那珂湊よりで遠くなり，線

路脇の通路が通行不可になって，県道への迂回を余儀なくされたことが大きい。このことは，否定的感

想にも反映され，80％近くを柳が丘・柳沢の居住者が占めている。そのため，地区内の公共交通整備を

求めて，あおぞらバスの地区内乗り入れなど，バスの整備拡充を求める記述も，同地区居住者が約2 /3
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を占める。このような傾向は，単なる高田の鉄橋駅や公共交通政策に対する不満ではなく，将来に向け

た地域内の公共交通機関に対する危機意識の表れとも解釈される。すなわち，公共交通機関の存続を求

める記述の約60％は同地区居住者であり，居住者の公共交通機関に対する関心は高い。行政や交通事

業者の視点からも，この関心の高さに答える対応が求められる。

これに対して，肯定的感想は，柳が丘・柳沢居住者が30％余りで，峰後・関戸や相金町居住者の割

合が高い。駅・周辺の整備も峰後・関戸や相金町居住者の記述が多く，これらは実際に高田の鉄橋駅を

利用してみての感想，要望である。記述数は20未満であるが，路線の延伸，運賃の引き下げ，アイデ

ア提供なども同様で，これらの記述の中に，今後必要な改善点を読み取ることができる。

．むすび

本稿では，2014年10月1日に開業したひたちなか海浜鉄道の高田の鉄橋駅に関して，同駅の利用

者，同駅周辺の居住者に対する調査をもとに，その利用実態と新駅開業の効果，同駅やひたちなか市の

公共交通政策への評価について検討した。

高田の鉄橋駅利用者は事前の予想よりも多く，予想利用者数のほぼ 2倍程度であると推定される。利

用者の約3 /4は，通学者・通勤者で，駅周辺の町・字居住者であるが，町・字単位でみて，調査対象地

域の中でもっとも人口が多い柳が丘居住者の利用が，居住人口に比べてやや少ない。乗車区間は，勝田

までが約90％で，その多くは JR常磐線に乗り継ぎ，同線の水戸や佐和まで利用している。

同駅周辺居住者の日常の移動行動は，自動車への依存が極めて高いが，通学者，通勤者には湊線の日

常的利用者が存在し，上記利用者に対する調査結果を裏付ける。その他の利用目的では湊線利用者は限

られるが，余暇目的では湊線利用者，利用経験者が半数近くに達する。これらの非日常的な利用者は潜

在的な利用者と考えられ，その利用頻度は低いが，利用する可能性が高い居住者が相当数存在すること

を示している。列車本数の増加には限界があるが，ラウンドダイヤの導入等によって利便性を高め，1

日を通して移動所要時間を一定にすることで，これら潜在的利用者の取り込みを図ることも重要な課題

である。

高田の鉄橋駅開業については，利用者の評価はもちろん高いが，周辺居住者についても，肯定的な評

価が約60％を占めて一応の支持が得られている。ただし，駅に近接する地区と，駅から距離がある地

区の評価の差がみられ，柳が丘・柳沢では評価が低い。このような傾向は自由記述欄にもみられ，駅の

立地が事前の情報よりも東より，那珂湊よりであったこと，線路脇の通路が通行禁止となり，柳が丘か

らは県道を迂回しなければならなくなったこと，同地区内にはスマイルあおぞらバスなど公共交通機関

が乗り入れていないことなどへの不満が表れている。柳が丘方面から高田の鉄橋駅へのアクセス道路，

同駅周辺の道路，駐車場・駐輪場，街灯などの整備を求める意見が多い。

ひたちなか海浜鉄道の存続については，若干の地区間差がみられるものの高い支持がえられ，高田の

鉄橋駅周辺の居住者にとって，利用者，非利用者を問わず，同鉄道は必要な交通手段として位置づけら

れている。また，同鉄道，スマイルあおぞらバスをはじめとする公共交通機関への財政支援について

も，肯定的な回答が80％以上である。とくに，現状維持とする回答と，より積極的な支援を求める回

答がほぼ同数で，後者の回答が上回る地区もみられ，今後の公共交通政策への期待が窺われる。

このように，公共交通機関に対する高田の鉄橋駅周辺居住者の意識は高いが，𡈽谷（2013）でも明ら

かになったように，公共交通に関する市民への広報活動において，市報ひたちなかは重要な機能を果た

しており，今後ともその活用が求められる。
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本稿の調査に当たっては，吉田千秋社長はじめ，ひたちなか海浜鉄道の社員の方々のご助力をえた。また，高

田の鉄橋駅利用者，同駅周辺居住者のアンケート調査では，駒澤大学文学部地理学科の髙木航太郎（調査時），

小林由真，佐野誠，髙倉典宗の学生諸君のお世話になった。ここに記して，心からお礼申し上げます。本稿の調

査，ならびに本稿の分析作業に当たっては，平成24～26年度科学研究費，基盤研究（B)「超高齢社会に向けた

大都市縁辺地域のモビリティ満足度に関する地理学的研究」（代表者：𡈽谷敏治，課題番号：24320170）の一部

を使用した。

注

 1） ひたちなか市企画部企画調整課による。

 2） ひたちなか海浜鉄道によると，2014年10月には，隣接駅に当たる高田の鉄橋～中根間 2枚，高田の鉄橋～

那珂湊間 1枚の 1か月通勤定期が購入されているが，これらの通勤定期については11月以降販売実績は無

く，収集目的の購入である可能性が高い。

 3） ひたちなか海浜鉄道への聞き取り調査による。

 4） ひたちなか海浜鉄道の2015年 1月における乗車券・定期券販売実績によると，年間・6か月・3か月・1か

月定期券の合計が，通勤定期 6，通学定期 4，合計10，定期外乗車券は 1日平均30.4となっている。

 5） ひたちなか市企画部企画調整課での聞き取りによる。

 6） 高田の鉄橋駅周辺以外の居住者のうち半数あまりは，通学目的の高校生であった。当日，那珂湊高校 3年生

は期末試験で，試験終了後同駅周辺の商業施設や飲食店に立ち寄ったあと，同駅から湊線を利用したと考え

られる高校生が複数確認されている。

 7） ひたちなか市企画部企画調整課によると，新駅開業問題は古くから議論されてきたが，その議論は柳が丘団

地の利便性向上を意識したものであったという。

 8） ひたちなか市企画部企画調整課によると，平成22年国勢町結果を基礎として，これに毎月の住民基本台帳

の増減数を加えて推計したものである。

 9） あおぞらバスは，ひたちなか市のコミュニティバスで，ひたちなか市が路線，運賃，運行ダイヤ等を決定

し，実際の運行は茨城交通とさくら交通に委託している。茨城交通バスについては，同社が運行する一般乗

合バスである。
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