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機能充実の「IE8」で多彩な動画を楽しもう！（無料）
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＜秘境駅＞ＪＲヒット「へんぴさ」売り 探訪ツアーや農作業
毎日新聞 9月27日(月)8時19分配信

拡大写真
ゴールデンウイークに多くのツアー
客が訪れた飯田線の秘境駅＝ＪＲ
東海提供

人里離れた山奥などにあり、鉄道以外で到達するのが難しい
「秘境駅」が人気を集めている。紹介した愛好家のホームページ
などが火付け役となり、ＪＲ東海が今年５月の大型連休に企画し
た探訪ツアーはたちまち完売した。ＪＲ四国の秘境駅では農作
業もあわせたツアーを企画、町おこしにつなげようとしている。
関係者は「何もないことが癒やしになっているようだ。ローカル
線や地域の活性化にも一役買っている」と指摘する。【牧野宏
美】
【写真・日本の鉄道】絶壁にある田本駅を特急「伊那路」が通過

秘境駅は古い木造駅舎に趣があったり、絶壁に張り付くように
建っていたりする。普段はひっそりとしたホームが今年、多くの人でにぎわっている。天竜川をの
ぞみながら険しい渓谷を走るＪＲ飯田線の六つの秘境駅を巡るツアーの参加者だ。

ブログパーツ

国内トピックス
中国漁船衝突 30日に集中審議
尖閣沖に中国船 中止申し入れ
大阪地検改ざん 上司の処分は
樽床議員、う回献金を否定

飯田線の担当社員らが「ローカル線をもり立てたい」と企画。当初は５月の大型連休のみの限定
企画だったが、申し込みが相次ぎ、定員１７５人はすぐいっぱいに。６、７月に追加のツアーを組
み、８月からは休日限定の臨時急行列車「飯田線秘境駅号」の運行を始めた。中高年の夫婦や
子ども連れの家族が参加し、停車時間に周辺を散策するなどして楽しむという。

住民の直接請求制度見直しへ
悪質な年金滞納 国税庁徴収へ
自殺遺族に家主1億円請求も
三浦元社長側 防犯映像で勝訴
バックナンバー｜一覧

企画担当者は「鉄道ファンばかりかと思っていたが、意外に幅広い層から支持された。在来線の
輸送状況が厳しい中、へんぴな点を強調する逆転の発想で観光の素材にできた」と話す。

注目の情報

え、朝からラクして美人？

◇けもの道へ

そんなおいしい話があるの？
（４２歳 女性） サントリー

山間の谷底に位置するＪＲ四国土讃線の坪尻駅（徳島県三好市）を管理する阿波池田駅の兵
藤文市駅長（５６）は「最初は『何というところだ』と絶句しました」と話す。１日の平均乗降客は１
人。自動販売機さえなく、聞こえるのは鳥のさえずりだけ。一番近くの集落までけもの道を約３０分
歩いて上らなければならない。しかし、不思議と心が安らいだという。

君は毛活してるのか？
毛活で成功し、社長に就任した宮迫
が愛用するスカルプDの実力とは？

nikkei BPnet for Yahoo!ニュース

◇町おこしに
「この駅の魅力をもっと発信しなければ」と駅長着任の０７年以降、折に触れて臨時列車を走ら
せていたが、今年８月には地域住民と協力。子どもたちが駅を出て集落まで歩き、ソバの種をまく
体験型ツアーを始めた。今後、収穫とソバ打ちまで行う予定だ。兵藤駅長は「秘境駅を通じて都会
からの訪問者と地域の交流が進み、町おこしにつながれば」と期待を寄せている。

nikkei BPnetの注目コラムをYahoo!ニュ
ースの読者のために厳選しました。
最新のコラムを読む

国内アクセスランキング
記事

………………………………………………………………………………………………………
■ことば
◇秘境駅
造語で、全国の駅を訪ね歩いた広島県三次市の会社員、牛山隆信さん（４３）が９９年、「秘境駅
へ行こう！」という名称のホームページ（ＨＰ）を立ち上げ、その後、著書や写真集を出版したこと
などから広まったとされる。牛山さんによると、秘境駅は全国に約２００駅あり、ＨＰではそれらをラ
ンキング形式で紹介。１位は北海道の室蘭線の小幌（こぼろ）駅。飯田線の小和田駅や田本駅、
土讃線の坪尻駅もトップ１０に入っている。

「私なら温家宝首相と腹割って話し合
えた」鳩山氏が首相を批判（産経新
聞） 9月25日 22時14分
池袋・ラブホテルの変死体は女子大生 男が
出頭、逮捕「出会い系カフェで知り合った」（産
経新聞） 9月27日 9時48分
丹羽大使との会談拒否＝邦人拘束めぐる要請
で中国側（時事通信） 9月27日 16時45分
1位～20位
他のランキングを見る
コメント
ソーシャルブックマーク

【関連記事】
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【写真特集】日本の路面電車
【写真特集】新幹線図鑑
【特集】さよなら初代新幹線「０系」 開通当時の懐かしい写真も
【写真特集】鉄道博物館：新しい“聖地”でＳＬ運転「テツ魂」を体感
【写真特集】地下鉄開通８０周年：写真で振り返る地下鉄の歴史

リフォームで極上のおもてなし空間を我家に
国内主要ニュース
尖閣沖で中国監視船２隻が活動、政府は中止要
請（読売新聞）20時58分

最終更新:9月27日(月)9時33分

＜ヒロシマ五輪＞市が基本計画案公表 総事業
費を大幅圧縮 （毎日新聞）21時35分
「尖閣諸島は昔からの県域」沖縄知事が視察へ
（読売新聞）21時21分

新幹線旅行ならJR東海ツアーズ

日本の立場主張、首相が急きょＡＳＥＭ出席へ
（読売新聞）21時6分

www.jrtours.co.jp

往復新幹線と宿泊のセットから日帰りまで。お値打ちプランが満載！

カードローン今すぐ借りられる！

尖閣諸島を視察へ＝沖縄知事、早ければ10月中
にも（時事通信）20時10分

www.cashing-red.jp

無利息キャンペーン／限度額MAX500万円／最短即日融資可能！

今すぐ借りたい、カードローン！

＜菅首相＞ＡＳＥＭ首脳会議に出席へ 日中関係
緊張で （毎日新聞）20時0分

www.cashing-choice.jp

24時間審査可能でお申し込みも簡単♪インターネットでカードローン！

ホテル・宿予約はじゃらん

国内ニュース

www.jalan.net

宿予約はじゃらん！毎日更新の宿ブログ、クチコミで最新情報もゲット！

≪目的別≫ホテル・宿予約なら！
インタレストマッチ - 広告の掲載について

ソーシャルブックマークへ投稿
この話題に関するブログ
主なニュースサイトで

0件

（ソーシャルブックマークとは）

目的別にホテル・宿が探せる！クチコミランキングやおト
クな情報も満載
www.yoyaku-hotel.jp

JTBのおすすめ国内ツアー

2件

JR＋ホテルの簡単ツアー予約。JTBなら豊富なプランが
満載！
www.jtb.co.jp/kokunai/

秘境駅 の記事を読む

ホテル予約はるるぶトラベルで

この記事を読んでいる人はこんな記事も読んでいます
『いいとも』脅迫男逮捕…「１人的中はヤラセ」と因縁（産経新聞） 9月24日(金)12時47分
池袋・ラブホテルの変死体は女子大生 男が出頭、逮捕「出会い系カフェで知り合った」（産経新聞） 9月27日(月)9
時48分
武富士が会社更生法申請へ＝過払い返還が業績圧迫（時事通信） 9月27日(月)6時0分

ＪＲを乗り継いで、お気に入りの宿へ。国内旅行はるるぶ
トラベルがお得
rurubu.travel

温泉旅行ならゆこゆこネット
1万円以下で満足度80点以上の温泉宿を多数掲載中！
ご予約はこちら。
www.yukoyuko.net

自殺遺族に家主「借り手ない」と１億賠償請求も（読売新聞） 9月27日(月)14時39分
中国強硬、根拠なき楽観論砕かれ手詰まり感（読売新聞） 9月27日(月)3時12分

『最新』人気上位ＦＸベスト１０

みんなの感想

日本最大級の比較情報の集大成！ＦＸデビューはこの１
０社から口座開設
www.allgaitamehikaku.jp

ユーキャン≪世界一周鉄道の旅≫
＜TVCMで放送中＞人気DVDの公式購入はこちら！※送
料無料
www.u-canshop.jp

フジ住宅の物件情報が盛り沢山！
供給実績ランキング第1位の実績！大阪・神戸の新築一
戸建て情報が満載
www.fuji-ie.com

みんなの感想（話題ランキング）

インタレストマッチ - 広告の掲載について

前の記事： ワゴン車の一家4人死傷＝事故後、トラック2台衝突―福島（時事通信） 8時51分
次の記事： ＜旧広島市民球場＞住民投票請求「却下は不当」 市民グループ、裁量権巡り市提訴へ（毎日新聞） 8
時17分

じゃらん、楽天、JTBを比較！

PR

hotel.travel.biglobe.ne.jp

鉄道ファン必見♪鉄宿プランの宿を一括検索！【BIGLOBE旅行】
インタレストマッチ - 広告の掲載について

注目の情報

←まるで邸宅のような一戸建て…
マンションと一戸建て、どちらにしようかなんて悩んでる？でも、この広さがこの価格
で手に入るとしたら心も決まるハズ。120平米以上のゆとり生活を実現！[SUUMO]
ひ、広い！しかもこの価格で…
Yahoo!ニュース： ニューストップ
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