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肥薩線における明治・大正期の木造駅舎の利活用に関する研究

福岡　理奈

１．はじめに

1-1　研究の背景と目的

 近年、人口流出や自動車交通の普及等により地方の

鉄道利用は減少傾向にあり、維持費や人件費の削減を

理由に無人化される駅舎が増えている。このような駅

舎は、地方自治体や地域住民が中心となって、集会施

設や観光資源等の地域活性化のための場として利活用

されることが望まれる。

　本研究では、他の構造体と比べ維持管理が必要とな

る明治・大正期の木造駅舎が残る肥薩線沿線に注目す

る。肥薩線では沿線の自治体が中心となり世界遺産登

録を目指す動きがある。そこで沿線の木造駅舎におけ

る現在の保全と利活用状況を明らかにし、今後の各駅

の利活用について知見を得ることを目的とする。

1-2　研究の方法　

　本研究では、肥薩線の木造駅舎のうち駅員が駐在し

ない 9 駅を対象とする。各駅における駅舎とその周辺

地域の基本情報を収集・整理したうえで、駅舎を利用

した活動内容と駅舎の使われ方について現地調査注 1

を行い、活動者・周辺住民・行政に対してヒアリング

調査とアンケート調査を実施した。以上の調査結果に

基づき、今後の課題について考察する。

1-3　既往研究と本研究の位置づけ

　本研究に関連する既往研究として、赤坂智美らによ

る改築した駅舎活用を扱った研究 1) や仲川ゆりによ

る無人駅の利活用のプロセスに関する研究 2) がある。

しかし、木造駅舎を大幅に改築しない利活用事例や、

１つの路線全体を調査した研究、また肥薩線沿線の駅

の利活用に関する研究は見当たらない。本研究は、1

つの路線を対象として木造駅舎の保全と利活用につい

て現状を明らかにするものであり、全国に残る木造駅

舎の利活用を考えるうえで有意義な知見を与えるもの

と言える。

２．研究対象地の概要 ( 図１、表１)

　JR 肥薩線は、明治 42 年 11 月に官設の鹿児島本線

として開業された。球磨川沿いの景観や山間のループ

橋・スイッチバックが見所となっている。JR 九州管

内のうち木造駅舎は約 102 駅あるが、20 路線のうち 1

路線の駅数に対する木造駅舎の割合は肥薩線が最も高

い ( 図２)。肥薩線は、木造駅舎のほかにも、橋梁・

表１　各駅舎と駅舎周辺概要注２

図１　肥薩線の概要

図２　JR 九州管内の路線別木造駅舎の割合注３
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トンネル・給水塔などの近代化産業遺産が多く残って

いるのが特徴的である。

３．各駅舎の保全と利活用状況

　各駅舎の活動者、地域住民、行政へのヒアリング調

査により各駅の保全や利活用の活動状況ついて次のこ

とが分かった ( 表２)。

3-1　駅舎の保全

　駅舎の清掃・美化活動は、駅舎を利活用している活

動者によって行われている。利活用されていないとこ

ろは名誉駅長が行っており、名誉駅長制度は駅舎保全

に寄与している。矢岳駅のトイレは地域住民に業務委

託されていた。また、大隅横川駅など年に数回程度地

域住民が集まり、一斉除草作業や美化活動を行う駅も

あった。大畑駅ではトイレを残したいという活動が現

在の利活用活動の契機となっていた。

3-2　駅舎の利活用

1) 公的機関による利用

　球磨村の渡駅は商工会、一勝地駅は観光案内所とシ

ルバー人材センターと、公的機関の機能を入れること

で利活用している。駅舎に長時間人が滞在することは

落書きや放火などの防犯面にも寄与している。坂本駅

では商工会が利用していたが、平成 24 年に移転した

め現在は利用されていない。

2) 地域住民向けの活動としての利用　

　駅舎の利活用の活動には、地域住民向けの活動とし

て地域住民の作品展示、物産販売、イベントなどが挙

げられる。坂本駅では地域の小中学生や福祉施設の高

齢者の作品を季節ごとに展示しており、作品を見るた

めに小中学生や家族が駅舎を訪れる。嘉例川駅では隣

接する JA 跡の建物で毎週日曜日に物産販売を行って

いる。観光客だけではなく、地域のお年寄りも野菜な

どの農産物を購入しており、地域住民の生活も支えて

いると言える。また、大畑駅では花見のイベントを開

催し、地域住民が多く集まる交流の場となっている。

また、駅舎の歌を作る駅もあり、嘉例川駅では小学生

がイベントの場で発表するなど若い世代と高齢者世代

との交流のきっかけとなっている。

3) 観光客向けの活動としての利用　

　観光客向けの活動には、観光の情報提供、駅を起点

とした観光ルートの作成やレンタサイクル、入場券や

ストラップなど駅限定の商品や農産物の販売、その他

それぞれのおもてなしがある。活動は、主に観光列車

停車時に列車から降りてくる観光客を対象としている

駅が多い。矢岳駅では列車停車時以外は無人販売とし

ていた。一勝地駅では、駅の名前を活かした入場券や

観光ルートを作っており、観光案内所来訪者数と入場

券販売枚数ともに伸びている ( 図３)。大隅横川駅と

嘉例川駅では 110 周年記念イベントを共催するなど活

動団体同士の連携も見られた。

４．駅舎の使われ方 ( 図４、図５)　

4-1　一勝地駅　

　球磨村の駅の中で一勝地駅は重要なバスと電車の乗

り換え駅である注 4。乗り換え時には、待合室にある椅

子に座って、会話をしながら電車を待っており、日常

ほとんど外に出ることのない高齢者にとって人と交流

できる 1 つの機会となっている。週末になると、観光

案内所を訪れる人や記念の入場券を買う人で待合室は

図３　一勝地駅観光案内所来訪者数と入場券販売枚数表２　各駅における保全と利活用のための活動内容
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賑かになる。同じ駅舎でも時間や曜日によって利用者

が異なり利用の仕方も多様であることが見てとれた。

4-2　大畑駅

　従来事務室だった場所は観光客が利用できるように

椅子と机が置かれ、友の会の活動者がご飯やお茶を用

意し、訪れた人がゆっくり休憩できる。活動者である

地域の人と話をすることができる場でもある。大畑駅

の特徴は、待合室の四方の壁に駅を訪れた人たちの名

刺が貼られていることであるが、日射を遮るため日中

でも薄暗い空間となっている。

4-3　真幸駅

　真幸駅では、活動者が手形の大きな手袋をつけて手

を振りながら観光列車を見送る行為や、「幸せの鐘」

を鳴らすことが駅の観光の特徴となっている。主に販

売は駅舎横のスペースで行い、待合室では「来駅証明

書」販売するなど駅舎を最大限に利活用していた。地

域住民がほとんど利用することのない真幸駅は、列車

停車時の数分間は普段みることのできないほどの賑わ

いを見せ、観光客と活動者の交流が活発であった。

4-4　大隅横川駅

　大隅横川駅では待合室で特産品販売「ぽっぽ市」が

開かれており、これは他の駅舎に比べて面積が大きい

ためと考えられる。6 帖間の休憩室はイベントの際、

持ち寄ったごはんを皆で囲みながら食べるなど活動者

の休憩場所として利用されている。また、「ぽっぽ市」

には鹿児島市内など大隅横川周辺居住以外の人たちも

出店し、活動者同士の交流も生まれていた。

５．アンケートからみた保全と利活用の現状 ( 表３)

5-1 駅舎保存への意識と活動意欲 ( 図６)

　駅舎の利活用の動きが活発な大畑駅や大隅横川駅で

は、駅舎保存への意識において「そのまま残って欲し

い」という意見や今後の活動への意欲で「活動したい」

「参加したい」という人の割合が高かった。一方で、

坂本駅や白石駅では、駅舎の保存に関して「建て替え

て欲しい」「どちらでもない」や今後についても「活

図５　活動時の駅舎の使われ方

図４　駅舎の基本平面ゾーニングと各駅居室利用状況
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動したくない」という人が多かった。地域住民が駅舎

に愛着を持って活動しようとすることが駅舎の保全や

利活用にとって重要であることが窺え、駅舎やその周

辺でイベント等を行うことは住民同士の交流のきっか

けとなり、駅舎保存への意識や今後の活動意欲を高め

ることに繋がると言える。

　その他の駅における「参加したくない」という意見

は身体が自由に動かないからという高齢者の意見であ

り、高齢化率の高い矢岳や大畑、嘉例川でみられた。

また、活動者を含めた地域住民は特にバリアフリ－に

する程度の改修を望む人の割合が高く、使いづらい所

があることが見受けられる。自由記述欄では、特に観

光客向けの活動をする駅において特に「地域の人々が

集える場所になって欲しい」という意見が多かった。

また「木造駅舎の雰囲気を壊さないで欲しい」「何も

しないのが 1 番」という意見もあり、保全や利活用の

手法の正解は 1 つではないと考えられる。

5-2　活動組織体制に関する意見　

　活動者の組織形態は、公的機関、住民個人、住民団

体、行政＋住民団体の 4 つに分けられる。公的機関が

駅舎を利用する駅では共通して駅舎の保全 ･ 利活用に

地域住民をあまり巻き込めていないことが分かった。

また、その他の団体においても「地域住民にもっと活

動を PR すべき」という意見があり、今後観光客だけ

ではなく地域住民への活動を広め、巻き込んでいく工

夫が必要であると考えられる。活動があまり活発では

ない坂本駅では「行政の支援が欲しい」という声があ

る一方で、同じ住民団体に分類され、活動が活発であ

る大畑、真幸、嘉例川の各駅は活動を行っていく上で

困ったときに行政に助けてもらう体制となっており、

行政との連携は重要であると考えられる。

5-3　世界遺産登録へ向けての動き ( 図７)　

世界遺産登録に関しては、人吉市、えびの市以外の駅

では、2 ～ 3 割程度が「知らない」という結果であった。

しかし世界遺産登録へ向けた活動も含め、今後の駅舎

の保全や利活用について「活動していきたい」と答え

る人は８割と高い割合であった。「世界遺産登録を目

指すことが夢や希望となって良い」という意見もあっ

た。しかし、世界遺産登録に反対とする少数意見もあ

り、理由は駅舎の利活用制限に対する懸念であった。

６．まとめ　

　本研究では以下のことが明らかとなった。

1）木造駅舎の保全・利活用に影響を及ぼす要因

　保全・利活用が活発であるためには、活動を牽引す

るキーパーソンの存在と、その活動に賛同する住民の

有無にあった。また、活動を支える行政との連携体制

や、JR による名誉駅長制度、駅舎の利用制限の有無

も重要な要因と言える。

2）木造駅舎の利活用のあり方

　大幅に改築することなく、創建当初の駅舎を利活用

し活動を行う駅が多かったｂ。駅舎の使われ方には各

駅の個性が見られ、活動者にとって無理のない身の丈

に合った利活用が見られた。人口が減少し、高齢化率

が高いとはいえ、活動者にとって生きがいの場となっ

ていることは見過ごせない事実と言えよう。

　今後、世界遺産登録によって駅舎の利活用に制限が

かかり、現在の交流の場が失われる可能性もある。肥

薩線沿線の木造駅舎の保全と利活用については、地域

住民をまきこみ、現在の駅舎の利活用状況を踏まえた

議論が必要である。
【注】
1) 現地調査は 2012 年 10 月 23日～ 24日と 11月 22日～ 24日に実施した。
2) 開業年数、所有者、駅舎面積は JR 九州提供資料より作成、周辺人口、高齢化率は
各行政機関の資料より作成、その他の項目は現地調査結果により作成した。
3)JR 九州提供資料より作成。なお、当資料によると肥薩線の駅数は 25とみなされる。
( 八代駅は鹿児島本線、吉松駅は吉都線、隼人駅は日豊本線に所属する。)
4) 球磨村の福祉バスの路線別平均 1日利用者数は三ケ浦線 4人、横井線 33人、川岳
線 2人、大槻線 17人、遠原線 19人、神瀬線 10人である (H23 年度データ )。
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表３　アンケート実施概要

図７　世界遺産登録へ向けての活動認知と意識

図６　現在の駅舎保存に対する意識と活動意欲


