
２０１７年５月２０日

旧別府鉄道キハ２号を守る会

旧別府鉄道キハ２号を守る会の活動主旨を正しくご理解いただくために

【弊会活動の経緯】

１）初期有志の集まり ２０１３年度

弊会は２０１３年９月に有志数名で当時荒廃が深刻化していたキハ２号の荒廃を食い止め

るべく修復支援活動の最初をスタートさせました。

２０１３年８月に加古川市管理担当課（道路保全課）様立会の

もと、キハ２号の市民向けの公開状況見学検討会を開催しまし

た。（別添報告資料参照）

元々加古川市が管理している、放置されて老朽化が進むキハ２

号の状態がしのびなく思い（２００８年に中島公園に保存され

ていたキハ２号の僚車キハ１０１号＜写真右＞が廃車撤去さ

れたこともあり、キハ２号＜写真左＞も廃車のうわさもあっ

た）、有志メンバー数名で管理者の加古川市道路保全課さんに、

今後のキハ２号をどうされるのか？（動向）お聴きして、もし

よければ、我々がお手伝いして、素人ながら少しでも状態が良

くなればとボランティアで修復支援の奉仕活動をさせていた

だけないかとお申し出たところ、市側から快諾ご了解をいただ

き、加古川市の管理の元、最初の支援活動としてスタートいたしました。

開始にあたっては加古川市の岡田市長様ともご面会させていただき活動内容と主旨をご説

明させていただき、市民活動として盛り上げていただければとアドバイスもいただけるな



ど活動にご理解をいただきました。

２）市民の奉仕活動として （２０１３年市民清掃活動で賛同メンバー増加）

２０１３年１１月の加古川ツーデーマーチの開催日に合わせて、市民の方に呼びかけ

て初回のボランチィア清掃活動を開催、ここで最初の支援活動の枠組み（市民のボランテ

ィア活動として）が決まった。（ボランティア保険料 年間５００円/人を負担）

※ この時から保険料を負担

（登録メンバー）いただけれ

ば、志のある市民の方

なら（未成年は保護者の同意

必要）どなたでも参加できる

スキームをスタートさせた

それ以降から活動の内容が清

掃から、錆落としや、塗装の

下地処理（パテでの穴埋め）、

防錆など、まだ修復というよ

り、劣化防止を中心に行って

きました。

ただ、この作業に伴う塗料や、

修復資材の一部は加古川市から現物支給いただくものの、それ以外の道具・資材等は各自

メンバーが可能な範囲で自己負担で持ち込み、手弁当で作業を行っています。

年間約６か月の活動を毎月１回実施、加古川市民に留まらず、主旨に賛同いただいた遠隔

地、愛知、京都、大阪等から通っていただく参加される方もおられます。

参画メンバーの皆さんがこの時点ですでに会費以上に各自自主的に持ち出し等を行って参

加されておりました。（当然メンバーの皆さんはお仕事や家庭もプライベートなお時間も必

要であり時間と負担を軽減するが志は大切にさせていただくとういう安心して参加いただ

ける活動のスキームや方法を明確にしました）

※遠隔地からの作業に参加の方は毎回現場に通う方は当然、交通費や宿泊費も自己負担と

なります。

※キハ２号管理者の加古川市も財政厳しい中、修復資材の現物支給などを一般事業費から

ねん出いただいていますが、修復作業にはそれだけでは全く足りない状況で、現状はメン



バーの持ち出しで賄っている状態です。

※加古川市側ともふるさと納税の特定事業向け制度の特例設定（キハ２号の修復や保存環

境整備限定に使える）について２０１４年から何度も協議検討を行ってきましたが、前例

がないなど含めて行政側の諸課題も市側も前向きに動いていただいておりますが、まだ実

現に至っていません。

こうこともあり、弊会が管理者である加古川市側より先行して寄附金募集の受け皿となっ

ているのが実態です。（修復作業には労力だけでなくやはり経費がかかり、いつまでもメン

バーの持ち出しに頼っておられません）、従ってそうもしておられませんのでメンバーの皆

様には極力労力の提供といった本来のボランタリースピリットを尊重したいと思ってこの

ようなスキーム構築して活動を行っております。

※この活動に初期段階から主旨賛同いただきご協力（作業指導と作業応援）いただくよう

になったのが NPO法人加悦鐡道保存会様（京都府）となつかしの尾小屋鉄道を守る会様（石

川県）の２団体様や片上鉄道の保存団体・若桜鉄道の隼駅保存団体の心ある一部メンバー

さんも個人的に作業応援（アドバイザー等協力・実作業）をいただくようになりました。

３）旧別府鉄道キハ２号を守る会（運営事務局としての会）を正式スタート

２０１５年９月から正式な団体（市民奉仕活動団体として）として活動をスタート、主旨

を賛同いただける方々広く市民や地元企業等・鉄道ファンから修復資金を（寄附金）集め

させていただき、参加者の自己負担分を軽減して修復活動を続けております。

※先般のシンポジウムでもグッズ（賛同企業

からの無償提供もあり）の売上（オークショ

ンも含み）や募金もこの修復資金にあてていま

す。

※別府鉄道の元親会社の多木化学株式会社様も弊会の活動主旨にご賛同いただき弊会の活



動に必要な「別府鉄道名称」使用権や修復資金の寄附などもいただいております。

弊会２０１７年２月のシンポジウムの開催も平成２８年度加古川市の市民活動バックアッ

プ補助金交付の対象事業と認定（２０１６年７月）いただき、市民向けのイベントとして

共同企画を行って後援事業としても開催させていただきました。

その事業実績により、当補助金を交付いただきこちらも、この２０１７年４月に後払いで

交付後、すでに修復資金に組み入れております。

当初（正式団体としてスタート２０１５年）修復活動に必要な資金はほとんどゼロベース

で、従来、都度必要となる修復資金や活動に必要な経費のメンバーの皆様の持ち出しの解

消と一般修復作業に限定しては賄えるレベルになってきていますが、深刻な経年劣化が進

行するキハ２号の恒久保存への修復（早急に対応すべき専門的な修復が必要な深刻な劣化

の部分）着手するには焼け石に水で、まだまだ資金が絶対的に不足しており、今回のキハ

２号のクラウドファンディング（キハ２号救援プロジェクト）を開始するに至っておりま

す。

クラウドファンディングが成立（２０１７年６月２８日期限・目標金額到達が条件）した

ら、今までの修復基金と合わせて早期にキハ２号の劣化を食い止める恒久保存への修復に

着手（請負事業者は播磨町郷土資料館別府鉄道保存車両維持メンテナンスを請負事業者様

で予定）ができればと思っております。

また、皆様もご存じだとは思いますが、弊会もファンド側の厳格な審査や契約を経てクラ

ウドファンディングをスタートしておりますが、期日までに目標金額に達成しなかった場

合はいままでご支援いただいたご支援金はすべて皆様へご返金させていただき、支援金は

全て無かったことになります。（修復はすべて自前の基金の範囲内で限定した部分しか修復

できなくなってしまいます）

※キハ２号の現状の深刻な劣化は時間が待ってくれません。（これからまた台風シーズンに

も入りますので）

弊会は極めて異例ではあるかもしれません（弊会名称からはなかなかご理解いただくが困

難かも）が鉄道趣味・愛好団体としてでは無く市民の奉仕活動団体として活動をスタート

しておりますので、規約上は登録メンバーより会費が取ることも可能ではありますがキハ

２号の状態が安定する恒久保存への修復目途が付くまでは登録メンバーからの会費徴収等

は当面予定しておりません。

※弊会は加古川市にある兵庫県の東播磨生活創造センター『かこむ』のボランティア活動

団体としても登録されております。



将来的にはキハ２号が安定保存状態になってからは寄附金 ⇒会費の範囲に変更を行い、

維持メンテナンスといった活動の軸を当初の形に戻せるようにしていきたいと思っており

ます。

もちろん、先に述べた加古川市のふるさと納税の特定事業向け制度の特例設定について加

古川市と継続協議検討を行い、将来的にはキハ２号の永続保存維持メンテ費用は市側の基

金（募金）に移管できればと考えており、弊会は本来の労力の提供といった本来のボラン

タリースピリットの市民奉仕活動団体として存続できればと思っております。

◆弊会（事務局）の規約の活動目的内容に関する抜粋を以下に参考までに記します。

（団体名称）

第１条 この会は、旧別府鉄道キハ２号を守る会と称する。

（事務局）

第２条 この会の事務局は、加古川市粟津字初辺９０の２明日香加古川店内に置く。

（目的）

第３条 この会は加古川市が管理・保存している旧別府鉄道キハ２号（加古川市

長砂ポケットパーク内）の保存・維持に関する支援活動を行うことにより、

キハ２号の永続的な保存を目的とする。

（活動の主な内容）

第４条 この会は、前条の目的を達成するためにキハ２号の保存に必要な各種支

援活動を行い次の活動を実施する。

(1) キハ２号への直接的な修復作業と維持作業を管理者の加古川市管理の元に行う

     

(2) キハ２号の永続的な保存や修復に必要な資金（寄附・スポンサー）調達につなが

る支援活動を行う。

（登録会員）

第５条 この会の登録会員は、次の２種類とする。

(1)正登録会員は、この会の目的に賛同し登録した者とする。

(2)賛助登録会員は、この会の事業を賛助（アドバイザー・顧問）するために参

画した者とする。（但しアドバイザー・顧問も正登録会員も兼ねることもできる）



会員資格は国籍・性別・居住地（加古川市・東播磨等）は問わない（満１２歳

以上）

   ※但し SNS等での後方支援等に係る者は原則賛助登録会員とする。

（入会）

第６条 登録会員として入会しようとする者は、入会届を代表に提出し、承認を

得るものとする。但し、第４条(1)に従事する者は兵庫県ボランティア・市民活

動災害共済の加入を義務つける（毎年更新要）また、第４条(2)に従事する者は

実質的に同等な入会とみなされる手続きにより入会を承認する。

（会費等の取扱いについて）

第７条 登録会員は、今後必要に応じて会費等を徴収する場合もあるものとする。

(1) 当面年会費等の定期的な徴収は行わないものとする。

(2) 登録会員については必要に応じて、スポット行事の経費負担金等や任意の寄付等のお

願いする場合もあるものとする。

以上 旧別府鉄道キハ２号を守る会の活動主旨を正しくご理解賜れば幸いです。

また現在＜キハ２号の修復にご協力いただける業者様を探しています＞現在弊会ではお仕

事としてご協力をいただける下記技術をお持ちの業者様ならびに職人様を緊急で探してい

ます。（現地での出張作業が前提）、自薦、他薦大歓迎ですので何卒ご協力をお願いいた

します。

１）板金塗装

２）溶接・鉄工・金属加工

３）木造内装修復

４）防錆・防水

※その他大型テント型倉庫＜トラックの車庫等＞が余剰等で不要で譲っていただける業者

がございましたらご一報いただけると幸いです。

こちらのアドレスへご一報いただければありがたいです。befu_kiha2@tvinagawa.net

以上



２０１３年９月７日 
仮称「旧別府鉄道キハ２号を守る会」 

                                    誉田 勝 
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旧別府鉄道保存車両キハ２号現地調査会報告書 
 

 
１.８月７日（水）旧別府鉄道静態保存車両キハ２号現地調査・見学会 

加古川市道野口線（松風こみち）ポケットパーク（キハ２号保存場所）にて加古川市道

路保全課 藤原課長様をはじめとした職員の皆様立会いのもと約１０名の方に参加いただ

き８月７日（水）に現地調査・見学会を開催した。 

当日は調査団メンバーの中に、NPO 法人加悦鐵道保存会の理事の方２名にも参加いただき、

日頃、加悦ＳＬ広場での保存車両の修復、維持活動を行なっておられる専門家の立場から

ご意見をいただきキハ２号の現状を車内外から限られた時間の見学会の中で仔細に観察調

査を行い下記のような状況が分かってきたので報告する。 

 
２.現地調査・見学会実施から判明してきた状況 
 
1)車体外観の状況 

 
写真① 車体全般（塗装など）     写真② 腰板やドア 

 
写真③ 全面バケット（荷台）     写真④ 床下機器類 
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まず、車体外観の状況だが、塗装は全般にはがれが多いもの（写真①、②）の車体の金属

部分下地は比較的良好で腐食や穴あきの程度は少ないが、錆びが今後広がると腐食が広が

ることもあり、上物である車体の保全が結果的に機関や車内の劣化を食い止める効果が高

く、現状からも見栄えの向上が地元の皆様の保存への意識向上にもつながることもあり、

早期の塗装や下地補修が必要と思われます。またドア周りは錆びの影響からか開閉できな

いため今後の維持管理面からも早期の対策が必要と認識。（防犯面からもこちらは優先） 
 
２)機関（エンジン）や変速機（トルコン）の状況 
 

写真⑤ エンジン上面から      写真⑥ エンジン＆トルコン側面から 

 
写真⑦ トルコン上面から       写真⑧ 台車（２軸ボギー） 
 
機関や変速機の状態をオイルゲージ等で確認したところ、オイルも現役当時のまま機関内

を満たしており、ガスケットの状態は分解していないため明確には分からないが、かなり

良好とのこと、加悦鐵道保存会理事の方々の見立てでは加悦ＳＬ広場で修復したキハ１０

１（現在動態保存中：３．参考参照）の当初修復前より、むしろ程度がよいとのことで機

関起動のためにはバッテリーやラジエター回りの修復がまずは前提となるが、充分機関（エ

ンジン）の始動の可能性は高いとの判断ができた。現状では保存場所や法令の関係で実車

走行は難しいものの、状況回復により、年に一度程度の機関始動は保存活動継続イベント

としても充分検討の余地もあり、動態保存への次のステップへの期待が高まる。 
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３)車内（天井、窓枠、座席、床、運転席等）の状況 
 

写真⑨窓枠やガラス         写真⑩車内全体（天井や床など） 

写真⑪運転席            写真⑫ 運転台方向 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真⑬ 運転席横 座席 
 
今回の現地調査・見学会実施の成果は管理者である加古川市道路保全課さんのご協力のも

と特別に許可をいただき車内に立ち入って調査ができたところに大きな成果がある。 

車内では窓枠の腐食やガラスの破損（写真⑨）が多数見られたものの、天井（内部から見

た状態）妻板など状態は比較的良好で（写真⑩）、この状態を更に悪化させないためにも、

まずは窓枠の修復（木工）やガラスの修復（アクリル板の代替）なども 1)車体の外観修復
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と合わせて早急に取り組む必要ありと判断した。但し、応急的には車内清掃と窓まわりを

まずは防水シート等で覆うなど、風雨が車内に入り込み更に車体の劣化が進むの保全する

活動を優先すべきと考え、このあたりの修復保全活動から着手することを優先したい。ま

た、このことにより保全修復中であると地元の住民の皆様へのアピール効果もできると思

われ、今後の活動はまずはこのあたりから着手したいと考える。修復保全活動にあたって

は加悦ＳＬ広場の保存車両の修復・維持活動を行なっておられる、NPO 法人加悦鐵道保存会

さんをはじめとした各地保存鉄道の団体の協力をいただき修復ノウハウ等でご協力をいた

だければと思っている。 

 

３. 今後の旧別府鉄道キハ２号保存支援活動について 

具体的活動内容はまだこれから具体的に検討を重ねていかないと決まっていかないと考え

ているが、まずは早期に現状から更に劣化を食い止める活動をまずは優先していきたいと

考えている。 

方向性としては次の点（1）～5))を具体的に検討していきたいと考えているので、また多

方面の賛同者や地元の皆様の暖かい支援活動のご協力をお願いする。 

 

1) 管理者 加古川市との連携と協力体制構築 

2) 兵庫県 県民局への産業遺産としての保存活動への支援体制構築 

3) 地元住民や各団体、企業との連携や協力体制構築 

4) 全国保存鉄道団体や関係企業との連携や協力体制構築 

5) 全国の鉄道ファンや一般支援者など協力者募集（ボランティア、資金的支援） 

※木工、塗装、物資、板金、エンジンメカニックなどノウハウ含む作業ボランティア 

【参考】修復され走行可能な加悦ＳＬ広場で動態保存されている昭和１１年製のキハ１０１ 
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【キハ２号の性能諸元表】 
 重量：１５．７トン 

 半鋼製 ２軸ボギー 

 主要寸法 長さ １２．９２ｍ 幅 ２．７２ｍ 高さ ３．５５５ｍ 

 車輪幅 １２７ｍｍ 直径 ８６０ｍｍ 内面距離 ９９０ｍｍ 

 性能 エンジン 日野 N80 DA55 直列６気筒 出力 ８２ＰＳ 歯車比 ４段 

 制動機 空気及び手用 連結器 シャロン式 上作用自動連結器 

 製造 昭和６年７月 日本車輌製造（株）旧番号 ５ 

 

【参考映像】 
「消えた東播磨のミニ鉄道を訪ねて」 by テレビ猪名川 

テレビ猪名川制作 

「消えた東播磨のミニ鉄道を訪ねて」 by テレビ猪名川 - YouTube 

http://youtu.be/7lSHguudttw   

「わがまち加古川６０選 １２.松風こみち」 

BANBAN ネットワーク制作 

http://www.youtube.com/watch?v=yn0KULuInS0 
【別府鉄道キハ２号現役時代の写真】 

 

 

 

 

 

 

 

野

        野口線 野口駅でのキハ２号（１９８３年頃） 

 

野口駅にて国鉄高砂線キハ２０系気動車と         現在の野口駅跡  



◆加古川市内に眠る旧別府鉄道保存車両キハ２号「清掃イベント」参加者募集

１１月１０日（日）に開催される加古川地元のイベント（ツーデーマーチ）に合わせて、 別府鉄道
キハ２号でのボランティア清掃活動を一般市民参加型のイベントとして下記日程で開催することに
なりました。
現在当日の参加者を募集しておりますので、賛同いただける多くの皆さんの参加（事前申し込み制）
をお待ちしています。

◆イベント名称：加古川市内に眠る旧別府鉄道保存車両キハ２号「清掃イベント」

◆開催日時　２０１３年１１月１０日（日）９：３０～１５：３０　（小雨決行）

◆開催場所：加古川市　松風こみち　円長寺公園（ポケットパーク）にて

◆参加は事前申し込み制となりますので下記方法でお問い合わせや申し込みをお願いいたします。
(参加には若干の傷害保険料含む参加費を負担いただく予定）

1)　e-mail:で参加お申込みの場合は

　　　mkoffice@poporo.ne.jp (テレビ猪名川）まで

2) テレビ猪名川コミュニケーションチャンネル メールフォームでは

　http://tvinagawa.dip.jp:8080/xoops/modules/formmail/index.php?id_form=1 

＜要望、ご意見、取材依頼、お問合せ＞

テレビ猪名川へのご要望、ご意見、取材依頼、お問合せで
ご用件の選択　その他　　　　「旧別府鉄道保存車両キハ２号「清掃イベント」参加希望」と明記いただき
ご参加申し込みをお願いいたします。お待ちしております。

（加古川以外からの参加も大歓迎です。　リクレーション感覚でお気軽にご参加ください）

◆清掃道具等（ゴミ袋、ほうき、チリトリ、雑巾）は各自ご持参ください
　　※恐れいりますが昼食等も各自ご持参ください。

◆第24回加古川ツーデーマーチ開催【11月9日(土)・10日(日)】 とは

http://www.e-sports.jp/kakogawa-twoday/index.php?menuindex=1 

◆今回のイベント開催の経緯・主旨について詳細は

「旧別府鉄道キハ2号保存支援活動賛同者＆支援者（ボランティア）募集 」
http://ameblo.jp/inanosato/entry-11611209743.html 　をご覧ください。

【関連動画】
 「消えた東播磨のミニ鉄道を訪ねて」 by テレビ猪名川 
 　http://youtu.be/7lSHguudttw 

 「旧別府鉄道キハ２号を守る会」
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人代表　　　　　　誉田　勝（テレビ猪名川オーナー）

　２０１３年　１０月１０日

以上



(昭和５９年５月１日発行 鉄道ピクトリアル５月号 通巻 432 号 執筆記事) 

別府鉄道終焉の記  
誉田 勝 （こんだ まさる） 
 

 播州平野の中央部、兵庫県加古郡加古川市に路線を持つ別府鉄道,可愛らしい二軸客車の

走る里として話題の私鉄であったが,主力は貨物輸送であり、国鉄貨物輸送転換の影響をも

ろに受け、国鉄タイヤ改正を明目にひかえた昭和 59 年 1 月 31 日、雪の中ひっそりと消え

ていった。. 

◆廃止までの経過 
 別府鉄道は大正 4 年、人造肥料製造業

を営む多木久米次郎によって創設された

貨物鉄道である。当時多木は家業の肥料

製造業で製造される人造肥料の積み出し

に、山陽鉄道(現国鉄山陽本線)加古川ま

で荷車で運び、そこから貨車に積み込み

全国へ出荷、または別府港から仲戸港ま

で船便で運び貨車で継送するという輸送

方式で対応していた、しかし、コストや

荷痛みの点から好ましくない方式であっ

たため、その打開策として彼の発案により、鉄道を敷設して別府から貨車による直送方式

が実現する運びとなったのである。 
つまり,山陽鉄道への多木肥料の貨物連絡鉄道として敷設されたのが別府鉄道の始まりであ

るといえる。 
路線は,大正 10 年に播州鉄道(現国

鉄高砂線)野口を連絡駅として野ロ

ー別府港間(現野口線)3.6km が開

通し、2 年後の大正 12 年には山陽

鉄道土山を連絡駅として土山一別

府港聞(現土山線)4.  0km が開通

した。これにより、土山線が貨物、

野口線が旅客と輸送の性格が二分

された。もともと貨物輸送主体の鉄

道であったため、当初中間駅はなか

ったが、昭和に入ると沿線住民の旅客輸送も始まり、中野(土山線)・別府口・円長寺・坂井

(以上野口線)等の停留所が設けられた、その後,川重前(土山線)・藤原製作所前(野口線)とい

った企業前停留所も設けられて現在の姿になった。 

別府港を発車する土山行混合列車 ’84.1.15 



 第二次世界大戦も終戦の色が濃くなってきた昭和 19 年には、軍需供出目的で野口線のレ

ール撤去が一時なされ、そのレールが別府港に雨ざらしとなっていた時期もあった。しか

し、間もなく終戦を迎え,昭和 22 年、再びレールが復活し、今日まで続いてきた。 

 終戦後から今日まで、別府鉄道の貨物取扱

い量について見ると、最盛期には約 20 万

t/年もあり、長大な貨車編成の後ろに客車

(ハフ 7)1 両を連結した姿も見られたが、廃

止直前にはその半分以下にまで減少してい

た。これはモータリゼーションによる白動

車輸送の発達に伴い、コストや到達時間の

点から,トラック輸送や別府港からの船便

が有利となったためその比重が移っていき、

貨車輸送の将来に大きな期待が持てない状態

となっていた。 
また、野ロ線を主体とした旅客輸送についても、

沿線住民輸送、多木化学㈱の従業員輸送を担っ

てきたが、マイカーの普及により利用客も年々

減少の一途をたどり、昨年末で 1 日平均 100
人まで落ち込んでいた。 
これらに追い打ちをかけるように、貨物取り扱

い・削減に重点を置いた 59 年 2 月の国鉄ダイ

ヤ改正が別府鉄道の廃止を決定的にした。 
この改正は、現在国鉄の赤字財政を圧迫してい

る貨物輸送を根本的に整理するもので、貨物輸送体系の大幅な転換、すなわち 拠点間直行

方式に貨物輸送を統一するという大胆な

ものであった。このため多くの貨物駅・ヤ

ードが廃止に至り、ご多分にもれず別府鉄

道と国鉄山陽本線の連絡駅である士山で

も貨物取り扱いが廃止されることになっ

た。 
別府鉄道ではこのような事情から、自社の

主目的である貨物輸送が不可能となり、ま

た,細々と続けて来た野口線での旅客営業

も、地方赤字ローカル線廃止候補の国鉄高

砂線に連絡していることで、将来の旅客増も見込めず、当然の成りゆきとして、旅客・貨

物営業共に同時廃止が本年 1 月 31 日付をもって実施されたのである。なお、同社の社名は



同系の別府鉄道タクシーに残るだけで,会社は親会社である多木化学㈱に吸収され消減する

ことになる。 

◆別府鉄道の車両 
別府鉄道には色々と珍しい車両が在籍していた。蒸気機関車は,創設期より 1～3 号・5～6

号と在籍し、昭和 42 年頃、ディーゼル機関車にバトンタッチするまで主力として活躍して

いた。内燃動車は、旧ガソリン動車

キハ 1・キハ 2(旧 2 号)・キハ 2(新 2
号)・キハ 3・キハ 101、客車はハフ 5・
ハフ 7・ハフ 3,ディーゼル機関車は

DC301・DB201・DC302・DD502・
DDI351 と在籍していた。廃止直前ま

で活躍した車両はこのうち,三岐鉄道

(三重県)よりきたキハ 2(新 2 号),同和

鉱業片上鉄道(岡山県)よりのキハ101,
神中鉄道(現相模鉄道)→三岐鉄道経

由できたハフ 5、ハフ 7(オーブンデッ

キ付ダブルルーフ客車)、機関車では自社発注 DB201、倉敷市交通局よりきた DC302、新

日鉄よりの DD502、旧江若鉄道よりの DD1351 であった。この中で特筆にあたいするのは

ハフ 7、このダブルルーフオープ

ンデッキ付の二軸客車は、土山線

での主力客車として終末まで活

躍していて、別府のマスコット的

存在であった。もともとハフ 7
は神中鉄道創業に際し、大正 15
年汽車会社で製造された車両で

ある。このため別府廃止にあたり、

相鉄へ里帰りすることとなり、相

鉄ではかしわ台工機所に保存す

ることが決まっている。なお、他の車両も老人ホーム集会所等の用途に、地元での保存が

決まりうれしい限りである。 

◆廃止直前レポート 
 昨年 11 月陸運局に廃止申請がなされた直後から、鉄道ファンの別府参りが活発化して

きた。今年に入ってからは、週末、祝祭日ともなると、日ころ静かだった別府の町にも、

老若男女を問わず人の群れが押し寄せ活気がみなぎって、Ｖ字路線のターミナルである別

府港駅での乗車券類の売上げもかつて無かったほど記録更新を続けた。 



廃止の一週間前ほどになると、土山線では、

ハフ７＋ハフ５＋キハ２の３連を総動員し

て、別れを惜しむファン、地元住民をさば

いた。また地元のマスコミ等でも廃止が大

きく取り上げられた。一般の人々には別府

鉄道が地味な私鉄であるために、廃止が決

まって初めて別府鉄道の存在を知った人も

多かったようだ。事実、このお別れ運転の

列車の乗客の中には、別府町の人々も多く

含まれていたが、列車に乗ったのは最初で最後だという人のほうが多かったようだ。 
最終日１月３１日は、気象台始まって以来の大雪となり、別府の町でも当日、積雪が約２

０cm ほどとなっていた。この寒空の下、

沿線には、大勢の人々が６０余年の長い別

府鉄道の歴史をかみしめるように、最終列

車を見送った。この日の別府港発の最終列

車は、17 時 58 分発の野口線野口行キハ

101 単行で、土山線最終列車から乗り継い

だ客も含めて、超満員の旅客を乗せ、カメ

ラのフラッシュ、ＴＶ局のカメラのライト

に見送られ、その長い歴史にピリオドを打

った。 
 同じような国鉄貨物削減の影響のある貨物私鉄は、別府鉄道以外にも、全国にまだかなり

残っており、たとえば紀州鉄道(和歌山県),北沢産業網干鉄道(兵庫県)は別府のような廃止と

いうケースにはならなかったが,状況はほぼ同じであ

ると考えられ、今後の動向が注目される。 
 しかし、今回の別府鉄道の廃止は、国鉄の合理化が地

方の小私鉄の経営に大きく影響を与えた初めての例と

して、我々も今後のこのような鉄道のあり方を,改めて

考え直さなけれならないのではないだろうか。 
            * 
 この稿を終えるにあたり、御協力をいただいた別府鉄

道従業員各位にこの場を借りて御礼中し上げると共に,
今後の御多幸を御祈り致します。 
 
 (写真はすべて筆者撮影) 


