
■常呂町の湧網線に関する年表

※用語解説：湧網線の合理化に対応するために設置された各種協議会の概要です

１．国鉄湧網線合理化反対期成会
国鉄旭川鉄道管理局が昭和４５年１２月に示した湧網線の駅・乗降場の取り扱い変更・列車ダイ

ヤの合理化に反対するために、湧網線沿線（網走市・常呂町・佐呂間町・湧別町・上湧別町）
市町で構成。会長は佐呂間町。昭和４６年５月に名称を「湧網線合理化反対期成会」に変更。

２．常呂町国鉄赤字路線廃止反対協議会
国鉄湧網線合理化反対期成会に先んじて、常呂町内の関係団体で組織。

３．湧網線確保対策協議会
国鉄再建法の成立に伴う湧網線の合理化に対応するために、湧網線沿線５市町（網走市・常呂町

・佐呂間町・湧別町・上湧別町）で構成。会長は佐呂間町。昭和５５年１１月１２日結成。湧網線
廃止決定まで存続。

４．国鉄オホーツク本線建設促進期成会
興浜線の建設を促進し、釧路から稚内までを結ぶ９路線の鉄道網整備をめざす組織で、９路線

沿線市町で構成。会長は紋別市長。昭和５８年１０月２０日結成。

５．湧網線特定地方交通線対策協議会
鉄道廃止が決定すると路線ごとに国の関係行政機関・国鉄・関係地方公共団体が作る協議会で、

転換の方法などを協議する場。昭和６０年２月１５日、第１回会議開催。

＊項目の最後に引用した資料名をカッコで示しています

和暦 西暦 月日 項 目

大正8年 1919 5月14日 代議士東武を中湧別に迎え、湧網線として具体的運動を開始する（常呂村史）

11月23日 大柿村長等出札、北海道庁長官・札幌鉄道局長に湧網線実現陳情〔常呂村史〕

大柿村長、陣頭にたち常呂川築堤工事施行方を要望〔常呂村史〕

大正9年 1920 7月 中湧別・網走間の湧網線速成運動、木下成太郎代議士の指導下に起る

大正10年 1921 10月25日 中湧別にて沿線関係５ヶ町村の湧網線連合大会開催、速成の宣言決議をする

（常呂村史）

11月4日 全国鉄道連成同盟会に加入〔常呂村史〕＊湧網線速成実現のため

大正11年 1922 8月20日 網走町で湧網線速成期成会結成、常呂村から上杉真治、山田久七、稲田勘二

山崎忠太郎出席（常呂村史）

大正14年 1925 2月25日 代議士木下成太郎の手を経て帝国議会に提出の速成請願採択〔常呂村史〕

大正15年 1926 10月8日 中湧別にて湧網線速成連合大会開催〔常呂村史〕

昭和2年 1927 8月25日 鉄道省測量隊一行路線測量に着工、9月23日湧網線全線測量完了（常呂村史）

12月25日 鉄道省議において湧網線の網走・卯原内間決定〔常呂村史〕

昭和3年 1928 10月17日 中佐呂間で湧網線関係５ヶ町村連合大会開催、２０日奥山村長他斜里まで

出向き八田鉄道次官に陳情〔常呂村史〕

11月10日 中湧別にて湧網線関係４ヶ村（常呂・佐呂間・上湧別・下湧別）連合大会

開催（常呂村史）

12月13日 札幌にて湧網線関係５ヶ町村連合会開催、終了後奥山村長等上京陳情

〔常呂村史〕

12月22日 鉄道省議で湧網線を東西に分けて起工することとして、昭和６年度起工、

昭和１２年度完成が決定。

昭和4年 1929 1月 帝国議会において湧網線卯原内・常呂間、昭和5年から起工と決定したが浜口

内閣成立により延期〔常呂村史〕

昭和6年 1931 10月17日 湧網線関係５ヶ町村実行委員上京陳情〔常呂村史・北見毎日新聞〕

10月 湧網線（湧別・網走間７３マイル）鉄道敷設促進運動起る〔北見市史年表〕

昭和7年 1932 6月2日 湧網線測量主任吉田技師来網〔北見毎日新聞〕

11月 湧網線５ヶ町村連合速成運動のため上京、村長同行〔常呂村史〕
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湧網線、網走・常呂間、中湧別・中佐呂間間の実測開始。

昭和8年 1933 3月 湧網線の路線選定され、常呂市街地を通る路線に決定（８月工事着工）

〔常呂村史〕

7月20日 網走刑務所の囚人多数、東湧網線開削工事に出役開始（～12.29）

〔北海道史年表〕

昭和9年 1934 6月 湧網線に関し森本丑太郎・斎藤友左衛門上京陳情〔常呂村史〕

昭和10年 1935 6月 湧網線、原田吾一・斎藤友左衛門上京陳情〔常呂村史〕

10月10日 湧網線の網走・卯原内間１３ｋｍ開通（湧別東線）

（昭和8年6月26日着工、昭和10年9月30日竣工）（郷土史うばらない）

10月20日 湧網線の湧別西線一部開通（中湧別・計呂地間）

昭和11年 1936 4月12日 東湧網線建設事務所官吏来場、鉄道に関する陳情をなす〔当直日誌〕

6月15日 網走・常呂町村境界問題ならびに鉄道開通祝賀会打合わせのため

山田網走町長・宮津町議来村〔当直日誌〕

6月21日 建設列車常呂まで到着、従業員歓迎会〔当直日誌〕

6月 湧網東線、建設列車運行開始。

10月9日 午前８時より全員で鉄道開通祝賀会場その他設営し完了（当直日誌）

10月10日 網走・常呂間の湧網東線全通、開通祝賀会開催〔当直日誌〕

午後１時半より常呂小学校運動場において祝賀会開催、式開始より閉会まで

約１時間、招待客約３５０名、村内出席１５０名、後祝宴盛会裏に終了。

午前９時旗行列、午後６時半提灯行列、他に相撲、芝居などをなす

中湧網線（常呂～中佐呂間）鉄道会議、尾崎代議士他の奔走により省議を

通過〔常呂村史〕

昭和12年 1937 2月15日 東浜の湧網線で吹雪の中除雪作業中の土佐青年団員が除雪車に撥ねられ、

１３名中５名死亡、５名重傷の大惨事

（昭和６２年度オホーツク大学文集「トーコロ」「当直日誌」）

5月 中湧網線（中湧別・常呂間）の実測隊入地〔常呂村史〕

昭和13年 1938 中湧網線工事着工するも戦争拡大のため間もなく中断

昭和18年 1943 11月20日 網走・常呂・佐呂間・上湧別・下湧別の関係町村長は連署して湧網線全通

促進を陳情

昭和21年 1946 5月 中湧網線工事着工もマッカーサー指令により６月中止

昭和26年 1951 7月2日 中湧網線状況視察のため国鉄営業局武田課長一行来町

9月30日 中湧網線常呂町関係分実地踏査（国鉄中村技師、大橋技師）〔当直日誌〕

昭和27年 1952 8月1日 中湧網線工事着工

8月5日 中湧網線着工祝賀会〔当直日誌〕

8月8日 共立駅拡張のため土地交渉（当直日誌）

9月8日 中湧網線建築列車共立まで〔当直日誌〕

11月20日 中湧網線（下佐呂間～常呂間）開通（１２.６開通式）〔当直日誌〕

11月20日 北見共立駅設置（共立百年史）

共立駅創業により市街地形成、戸数増加（共立百年史）

川西１、２、３、川東、市街、共栄、鉄道班の７班となる（共立百年史）

12月6日 中湧網線、常呂・下佐呂間間開通式挙行（於下佐呂間小学校）

（常呂中）湧網線開通式に全校生徒参加（常呂中２０年のあゆみ）

昭和28年 1953 10月22日 湧網線全通（佐呂間～下佐呂間間開通）〔新北海道史年表〕

網線開通式：於佐呂間町 祝賀会及び期成会解散式を網走市で行う

12月1日 中湧別－網走間鉄道郵便線路開通

（オホーツク東北見地区郵便局の歩みと先人の足跡）

昭和30年 1955 1月25日 レールバス試運転、町長試乗する（当直日誌）

5月8日 レールバス運行に伴う実地調査（当直日誌）

昭和31年 1956 1月6日 レールバス通過に対する歓迎打合せ（当直日誌）

1月7日 レールバス湧網線に本日より開通（当直日誌）

湧網線でレールバス運行開始（旭川・鉄道八十八年の歩み）

1月7日 国鉄湧網線に土佐仮乗降場・常呂港仮乗降場新設

5月2日 湧網線、土佐・東富丘・常呂築港に乗降場建設される。

土佐乗降場は、４号南側に設置（土佐郷土史）
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湧網線レールバス、土佐・東富丘乗降場落成祝賀会：議事堂（当直日誌）

東富丘乗降場は、富丘部落役員・学校父兄が杉谷木材から製材を持ってきて

３線道路沿いに建設・落成式。後に国鉄が路線沿いに新たな東富丘乗降場を

建設（富丘百年史）

昭和32年 1957 3月11-14日 吹雪のため、列車・バス共に全休（当直日誌）

吹雪のため第1回定例議会延期（3月13日）

3月15日 本日より列車２往復あり（当直日誌）

3月16日 鉄道除雪のためロータリー車来町（当直日誌）

昭和36年 1961 6月1日 国鉄湧網線（湧別・網走間）に気動車運転〔新北海道史年表〕

湧網線の完全客貨分離を実施し、これに伴う時刻改正を実施

（旭川・鉄道八十八年の歩み）

昭和41年 1966 4月10日 湧網線に大型ジーゼルカー全面運行、常呂駅で町・観光協会・商工会主催の

祝賀式・テープカット（広報ところ）

昭和43年 1968 5月 国鉄湧網線常呂港仮乗降場が４５０ｍ能取寄りの国道と豊浜通りの交差点に

移設（広報ところ）

9月 湧網線廃止問題おこる（常呂町百年史）

昭和45年 1970 12月8日 旭川鉄道管理局から常呂町に対して湧網線合理化案の提示（列車の間引き・

共立駅の無人化・乗降場の廃止）（反対協議会議案）

12月17日 佐呂間町で湧網線合理化対策協議会開催（旭川鉄道局旅客課長から湧網線合理

化正式表明：普通駅は常呂駅、共立駅は簡易委託駅、常呂港・土佐・東富丘

乗降場廃止）（常呂町国鉄赤字路線廃止反対協議会：以下反対協議会議案）

昭和46年 1971 1月25日 町政懇談会で関係住民から意向聴取（反対協議会議案）

＊東富丘廃止は絶対反対、北見共立は最盛期の貨物取扱要望、それが不可能な

ら常呂駅の貨物取扱施設整備を要望

1月30日 常呂町国鉄路線廃止反対協議会（中央公民館）開催

＊合理化案（３乗降場廃止、共立駅無人化、２往復減便）に対する町政懇談

会で示された住民の意向を確認（反対協議会議案）

3月8日 国鉄湧網線・常呂駅の収入1億円突破（広報ところ）

5月11日 旭川鉄道局近代化室副室長来町、役場で湧網線合理化に協力要請

（反対協議会議案）

5月17日 網走市で湧網線関係市町で当面の運動方法を協議（反対協議会議案）

5月22日 国鉄網線廃止反対期成会総会、佐呂間町で開催、各方面に強力に陳情すること

を協議（総会議案）

＊「国鉄湧網線廃止反対期成会」会則を変更し、「国鉄湧網線合理化反対

期成会」に名称変更

5月25日 湧網線合理化対反対期成会として旭川鉄道局長及び関係者に反対陳情

（反対協議会議案）

6月4日 佐呂間町で湧網線合理化反対期成会役員会開催。出札・上京陳情運動を協議

（反対協議会議案）

6月16-18日 湧網線合理化反対期成会として札幌市で国鉄北海道総局に陳情後、直ちに上京

国鉄本社に陳情（反対協議会議案）

6月 国鉄近代化計画反対の町内署名、常呂町が取りまとめ、湧網線合理化反対期成

会へ送付

7月1日 湧網線、中湧別－網走間鉄道郵便線路廃止

（オホーツク東北見地区郵便局の歩みと先人の足跡）

7月1日 佐呂間町で第２回湧網線合理化反対期成会役員会開催、湧網線合理化案に

対する具体案協議（反対協議会議案）

7月14日 佐呂間町で第３回湧網線合理化反対期成会役員会開催、湧網線合理化計画試案

に対する修正案協議（常呂港・土佐乗降場廃止、北見共立駅簡易委託駅、

東富丘乗降場の通学列車確保）。同日国鉄とも協議（反対協議会議案）

7月21日 卯原内／能取湖荘で湧網線合理化反対期成会として国鉄に対する２回目の要請

（反対協議会議案）

8月6日 常呂町国鉄赤字路線廃止反対協議会開催：常呂町役場

＊湧網線合理化反対運動経過説明・合理化計画試案に対する修正案説明
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（会議議案）

8月10日 国鉄湧網線廃止反対期成会総会開催：佐呂間町

＊合理化計画案に対する沿線自治体の修正意見並びに国鉄回答、再修正意見

9月14日 湧網線営業体制近代化計画に対する国鉄湧網線合理化反対期成会と旭川鉄道

管理局が合意（土佐乗降場・常呂港乗降場廃止、東富丘乗降場通学列車１往復

のみ、共立駅簡易委託、中湧別・網走間２減便）

＊付帯事項：旭川鉄道管理局として、湧網線を合理化、廃止する計画はない

（合意文書）

国鉄湧網線、東富丘乗降場を廃止。

昭和47年 1972 2月8日 「国鉄営業体制近代化」に伴う第１回目の合理化開始。湧網線の土佐仮

乗降場・常呂港仮乗降場廃止（広報ところ）

3月15日 北見共立駅が完全無人駅に（イワケシュ郷土史）

昭和50年 1975 6月 国鉄湧網線のＳＬ運行廃止

昭和55年 1980 3月 第１回定例議会で議会として「国鉄地方交通線の確保に関する要望意見書」を

内閣総理大臣、大蔵大臣、運輸大臣、自治大臣、北海道開発庁長官、道選出

国会議員に提出（議会報ところ）

6月2日 国鉄旭川管理局長から常呂町に「常呂駅の旅客・荷物の取り扱いを民間委託、

貨物取扱の廃止」の営業近代化実施計画の通告（通知文書）

7月18日 「国鉄湧網線区常呂区内の再合理化計画」に対して「常呂町国鉄湧網線問題

対策協議会」を組織、７月２６日、国鉄に合理化案撤回申し入れ、昭和５５年

１０月１日からの実施を当分の間保留の確約取り付ける（広報ところ）

昭和４０年 昭和５４年 （１日平均）

常呂駅の乗車人員 ２４１人 １４３人

常呂駅の貨物取扱 １５９トン ２６トン

（広報ところ・撤回申し入れ書）

8月1日 湧網線沿線５市町で「湧網線合理化反対期成会」を組織し、旭川鉄道管理局長

に「国鉄湧網線の再合理化撤回申し入れ書」提出

11月12日 「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法案」が衆議院可決、参議院審議に対し、

湧網線沿線５市町で湧網線確保対策協議会を組織し上京、地域出身代議士に

「国鉄地方交通線確保の陳情書」提出

12月27日 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法（国鉄再建法）成立

昭和56年 1981 6月29日 湧網線確保対策会議開催：佐呂間町（国鉄運輸長と湧網線沿線市町村の意見

交換：湧網線利用強化対策など）（会議資料）

10月20日 釧路・網走・紋別・稚内を結ぶ「国鉄オホーツク本線建設促進期成会」発足

10月21日 湧網線確保対策協議会開催：佐呂間町、旭川鉄道管理局長・営業部長が出席し

湧網線の利用促進について協議（案内文書）

10月28日 国鉄オホーツク本線建設促進に関する打合せ会議開催：紋別市

国鉄オホーツク本線建設促進期成会会則協議・決定、役員選出、第１回行動

協議）（打合せ会議資料）

11月16日 国鉄オホーツク本線建設促進中央陳情実施、陳情書提出（陳情報告書）

昭和57年 1982 1月13日 湧網線確保対策協議会開催：佐呂間町、貨物取扱廃止の再合理化案への対応と

湧網線利用増強対策について協議（旭川鉄道管理局作成の湧網線の営業成績

資料と列車ダイヤの改善・列車の直通化・計画団体の輸送手配・フリー割引

切符の導入・団体局の誘致などの計画提示：56/12/7作成）（会議資料）

1月26日 湧網線確保対策協議会と旭川鉄道管理局との湧網線合理化等にかかる協議

開催：旭川市（貨物取扱廃止の合理化・駅の民間委託・湧網線と石北線との

接続・湧網線の利用増強対策の協議・要請）（会議資料）

1月29日 国鉄オホーツク本線建設促進期成会役員会開催：紋別市

（中央陳情状況報告・興浜線完成のための第３セクター検討意見・オホーツク

本線宣伝行事：列車借り切り、列車内会議開催提案・具体化検討）

（役員会結果報告書）

2月5日 湧網線確保対策会議事務担当者会議開催：佐呂間町（旭川鉄道管理局旅客課長

・事業係長同席し、湧網線の合理化／貨物取扱廃止・駅業務の民間委託への

同意、湧網線利用増強対策／旭川鉄道管理局主催のミステリー列車、フリー
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切符発売、湧網線確保が前提の協議）（担当者会議資料）

2月7日 湧網線合理化対策協議会開催：役場（町内協議会委員対象でオホーツク本線

建設構想と湧網線の合理化に対する前提条件と湧網線確保対策の説明と意見

聴取）（協議会資料）

2月15日 国鉄オホーツク本線建設促進期成会の道知事陳情、臨時総会開催：札幌市

（臨時総会は、道知事陳情の感触と分析協議）（臨時総会報告書）

2月20日 湧網線確保対策協議会が「湧網線営業体制近代化」について、旭川鉄道管理局

長宛に同意書提出（同意要件として１１項目：常呂関連分／季節的臨時運行の

貨物列車は１年限りの激減緩和ではなく検討、貨物廃止に伴う補償期間の延長、

常呂駅・佐呂間駅の旅客取扱は従来通りとする、旅客列車の遠軽駅及び網走駅

口への石北線接続を必ず実現する、湧網線の利用促進を強力に図る）

（同意書）

2月26日 湧網線確保対策協議会提出の同意書付帯要件に対する旭川鉄道管理局長からの

回答届く（貨物列車の臨時運行は昭和５７年９月．１０月発送貨物が限度、

貨物廃止に伴う補償期間は政府助成金制度の１年限り、常呂駅・佐呂間駅の

旅客取扱は従来通り、旅客列車の遠軽駅・網走駅への接続は今後とも地元の

要望に添うよう務める、遠軽駅は５７年秋の時刻改正では困難、次期時刻表

改正で最大限努力、湧網線の利用促進はサロマ湖・網走地域の観光等鉄道の

利用拡大を地元の協力を得て積極的に推進）（回答書）

3月29日 国鉄オホーツク本線建設促進期成会役員会開催：札幌市

（未開通区間の興浜線建設は現行法では困難、第３セクター化の意見。

第３セクターを含め、事務方の研究機関設置／浜頓別町・枝幸町・雄武町・

興部町・紋別市の１市４町に道職員加え調査研究の必要）（役員会報告書）

6月19日 湧網線確保対策協議会事務担当者会議開催：佐呂間町（旭川鉄道仮局旅客課長

・販売係長同席／ミステリー列車は名寄本線・石北本線で実施するので、代替

企画の「小中生キャンプ旅行」募集提示、キャンプではなく青年の家宿泊で

内容の魅力づくりを今後協議、フリー切符：旭川－網走間１割程度値引きで

７月２０日発売）（担当者会議資料）

6月30日 湧網線利用増強対策観光団（夏休みチビッ子体験旅行）受け入れ会議：役場

（旭川鉄道管理局・旭川駅旅行センター・東急観光・常呂町／企画、受入体制

経費負担を協議）（打合せ資料）

7月26日 国鉄オホーツク本線建設促進期成会総会開催：札幌市

オホーツク本線建設促進期成会事務研究会作成の「オホーツク本線調査報告書」

報告（第３セクター方式運営による収支・問題点・岩手三陸鉄道の状況報告、

第３セクター方式の採算性についてコンサルタントに委託、道に斡旋依頼を

決定）（オホーツク本線調査報告書・総会報告書）

オホーツク本線建設促進事務研究会（４／２３、５／１１、５／２４、

５／２７、６／７、６／１５－１６、６／２９、７／１３）

7月27日 夏休みチビッ子体験旅行受入対策打合せ：役場関係課（物品・車両・内容・

日程・人員配置など）（打合せ資料）

＊森林公園でジンギスカン・ホタテ焼き昼食、青年の家でキャンプファイアー

・サロマ湖で引き網・ワッカ原生花園・第２湖口巡り

7/31-8/1 湧網線確保対策協議会（常呂町・網走市・佐呂間町・湧別町・上湧別町）と

国鉄旭川駅旅行センターが、昭和６０年に廃止対象の湧網線存続・ローカル線

ＰＲ事業「夏休みチビッ子体験旅行」実施。旭川市内８０人湧網線で常呂駅

着・歓迎セレモニー、自然体験（広報ところ）

9月8日 国鉄オホーツク本線建設促進期成会道議会議員団結成（宗谷・網走・根室・

釧路地区選出自民党議員１３人加入）（道新9/9）

9月 国鉄オホーツク本線建設促進期成会として、道議会に対してオホーツク本線

建設促進の請願書提出（請願書）

10月27日 オホーツク本線宣伝事業試乗会（網走－稚内を列車・バス乗り継ぎ）実施、

町長・議長参加（ところ議会だより）

沿線市町村関係者・来賓合わせて６５人が参加、網走発午前８時３０分の貸切

気動車２両で、雄武－枝幸間のバスを含め、３３５ｋｍを約１１時間かけて、
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午後７時３１分稚内駅着（網走新聞・道新・毎日・朝日）

11月9日 道議会総務常任委員会で、オホーツク本線建設促進への道の後援採択。道議員

１２人による建設促進議員団結成。

11月10日 北海道地方関係６団体が運輸大臣及び国鉄総裁に要請「第２次線の選定につい

ては見合わせるとともに本道については全国画一の基準で勧めることなく、

特別に配慮されたい」（国鉄第２次線合理化年表）

11月22日 国鉄が湧網線を含む本道１４線を第２次廃止路線として運輸省に承認申請

（ところ議会だより）

11月22日 道知事談話発表「地元の以降を無視し、その理解を得ないまま一方的に選定を

行ったことは問題であり、誠に遺憾」（国鉄第２次線合理化年表）

11月24日 運輸大臣が関係道県知事に通知「11月22日、国鉄から第２次線の選定承認申請

があったので、知事の意見がある場合は早期に提出されたい」

（国鉄第２次線合理化年表）

12月7日 第２次廃止路線該当１４線関係市町村の市町村会議開催：札幌市

＊北海道国鉄特定地方交通線対策市町村会議」設立・道知事・道議会に国鉄の

申請に反対するよう陳情（ところ議会だより）

12月8日 北海道国鉄特定地方交通線対策協議会１３団体の幹事会開催し、今後の対応策

を協議（国鉄第２次線合理化年表）

12月9日 全国知事会が関係１７道県の知事意見書提出を「凍結」（道新59/6/21）

12月14日 道知事、道議会代表質問で、当分国鉄が要求する知事意見書は提出しないと

意思表示（ところ議会だより）

12月24日 道議会総務委員会で第２次線の選定凍結を求める要望意見書議決

（国鉄第２次線合理化年表）

昭和58年 1983 1月18日 北海道地方関係６団体打合せ会議開催、対応策協議（国鉄第２次線合理化年表）

1月20日 北海道地方関係６団体が運輸大臣に要請「第２次線の選定については断じて

容認できないので、選定の承認を凍結されるよう重ねて強く要請する」

（国鉄第２次線合理化年表）

1月20日 北海道国鉄地方交通線対策協議会（１３団体）の代表幹事会開催、今後の

対応策協議（国鉄第２次線合理化年表）

1月24日 北海道国鉄地方交通線対策協議会（１３団体）の幹事会開催、今後の対応策

協議（国鉄第２次線合理化年表）

1月28日 北海道国鉄地方交通線対策協議会（１３団体）が運輸大臣に要請「第２次線

の廃止は到底受け入れられない問題であるので、その選定承認を凍結される

よう強く要請する」（国鉄第２次線合理化年表）

1月 第１回臨時町議会で「国鉄地方交通線第２次線の選定凍結」を求める意見書

を総理大臣、関係行政庁に提出決定（ところ議会だより）

2月1日 第２次廃止廃止対象路線湧網線・名寄線・池北線の関係市町村合同中央陳情、

町長・議会議長・漁協組合長出席（議会だより）

2月15日 北海道国鉄地方交通線対策協議会（13団体）が運輸大臣に要請「第２次線の

廃止は、到底受け入れることができない問題であるので、その選定承認を凍結

されるよう強く要請する」（国鉄第２次線合理化年表）

2月23日 国鉄名寄本線・湧網線廃止反対遠軽町民総決起大会開催：遠軽町（常呂町長

名で激励電報打電）（総決起大会資料）

3月7日 道議会本会議で「国鉄池北線・名寄本線・湧網線の存続に関する陳情書」採択

（陳情書資料）

4月15日 国鉄が「今後の国鉄荷物営業について」合理化案発表、翌１６日新聞発表

＊湧網線の荷物取り扱い廃止（合理化発表報告文書）

4月19日 湧網線確保対策会議開催：佐呂間町、沿線市町長が対応協議（議会だより）

＊昭和５７年度湧網線存置運動報告・オホーツク本線情報交換（会議資料）

4月28日 道知事が中曽根首相、運輸大臣に対し、第２次線の承認を凍結するよう要請

（国鉄第２次線合理化年表）

5月1日 旭川鉄道管理局が網走駅、常呂駅、紋別駅で観光旅行記念入場券発売、

常呂駅は２０００枚発売予定、イラストは名産のホタテと遺跡から発掘

される土器（北海道新聞・記念乗車券発売計画書）
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5月19日 湧網線確保対策会議開催：佐呂間町（昭和５７年度の事業報告・湧網線存置

運動経過報告・湧網線の存置対策と国鉄利用増強対策協議）（会議資料）

5月20日 運輸省が関係道県知事に対し、知事意見書の提出について文書で督促「遅くと

も６月中旬頃までには提出されたい」（国鉄第２次線合理化年表）

5月22日 全国知事会で国鉄から提出要請のある知事意見書は、関係知事が絶対提出

しない旨決定、運輸大臣に申し入れ（議会だより）

5月23日 全国知事会の第２次線関係交通担当部長会議開催、次のことを確認「・運輸

大臣に対し、２次線の承認を見合わせるよう、再度申し入れる、・知事意見書

の提出については凍結する」（国鉄第２次線合理化年表）

5月27日 全国知事会が運輸大臣に申し入れ「第１次線選定路線の実質的な目途がつく

まで第２次線選定にかかる手続きを進めることのないよう強く申し入れる」

（国鉄第２次線合理化年表）

6月10日 国鉄再建管理委員会発足（道新59/6/21）

6月10日 北海道国鉄地方交通線（第２次線）確保対策市町村会議（６９市町村）が総会

開催し、役員・事業計画を協議。同会議が道副知事に陳情

（国鉄第２次線合理化年表）

6月16日 湧網線廃止反対の湧網線沿線住民総決起大会に本町から住民代表３５人参加。

佐呂間町で集会後、湧網線に乗車、沿線住民２００人が車内で総決起大会。

（総決起大会資料・広報ところ）

6月23日 札幌陸運局長が道副知事に対し、知事意見書の提出を督促

（国鉄第２次線合理化年表）

6月24日 運輸省（鉄道監督局国有鉄道部長）が全国知事会からの申し入れ（5/27）に

対して回答「第２次線選定についても、その手続きを早期に進めなければなら

ない時期にきているので、知事意見書の早期提出方願う」

（国鉄第２次線合理化年表）

6月27日 北海道国鉄地方交通線（第２次線）確保対策市町村会議が役員会開催、今後

の運動の進め方を協議（国鉄第２次線合理化年表）

7月20日 北海道国鉄地方交通線（第２次線）確保対策市町村会議及び北海道国鉄地方

交通線対策協議会が自民党北海道代議士会、運輸省、道開発庁、自治省に

対し要請（国鉄第２次線合理化年表）

7月25日 道議会で第２次線の選定凍結を求める要望意見書議決

（国鉄第２次線合理化年表）

7月25日 道議会総務委員会が要望意見書を持って中央陳情（国鉄第２次線合理化年表）

8月2日 国鉄再建管理委員会が総理大臣に対し、第２次線の早期承認、協議会の早期

開催督励などを緊急提言（国鉄第２次線合理化年表）

8月4日 旭川鉄道管理局長名で常呂町長宛、荷物取り扱い廃止の通知（通知文書）

＊常呂駅 現行／旅客・荷物 改正／旅客 手小荷物の取り扱い廃止

8月9日 国鉄特定地方交通線確保対策全道大会開催：札幌市、常呂町から5人参加、

特定地方交通線確保・貨物輸送体制合理化計画の見直し決議'（全道大会資料）

9月2日 中曽根首相が全国知事会で異例の知事意見書提出を要請（道新59//6/21）

9月3日 上湧別商工会青年部が湧網線廃止反対訴え、人力車２台で来町。町長試乗し、

常呂駅前で歓迎式（広報ところ）＊｢走れ人力車湧網線１００ｋｍ」

9月24日 湧網線確保対策協議会開催：佐呂間町、

＊極めて厳しい情勢、湧網線存置の今後の対策・運動協議（案内・会議資料）

10月28日 全国知事会の第２次線関係道県交通担当部長会議開催、知事意見書の提出に

ついては「提出凍結」を解除（道新59/6/21）

11月30日 旭川鉄道管理局長から常呂町長宛に常呂駅の荷物取扱廃止の同意を求める

文書届く（荷物取扱廃止関係資料）

12月8日 北海道国鉄特定地方交通対策協議会開催。釧路か稚内までを結ぶオホーツク

本線の確保と湧網線・名寄線の存続のため、オホーツク本線の第３セクター

として成り立つか知事に調査依頼（議会だより）

昭和59年 1974 2月7-8日 北海道国鉄特定地方交通線（第２次線）確保対策市町村会議が中央陳情実施、

＊自民党北海道代議士会、自民党・関係機関への陳情（陳情結果報告書）

2月 ダイヤ改正に合わせて湧網線の荷物取り扱い廃止
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3月16日 札幌陸運局長から道宛、国鉄第２次線に係る知事意見書提出の督促

（湧網線確保対策協議会長からの文書）

4月12-13日 国鉄湧網線存続対策議員連盟（２班で首長、議会議員）中央陳情

（陳情関係資料）

4月20日 北海道国鉄特定地方交通線（第２次線）確保対策市町村会議総会開催：札幌市

（昭和５８年度の活動報告ほか）（総会議案）

5月4日 湧網線確保対策協議会開催：佐呂間町 ＊道主催の国鉄国鉄第２次線に関

関する線区別懇談会への対応協議（道副知事来網し、地域の交通体系・存続

北海道における国鉄の位置付け・２次線の今後の見通し・意見書提出への地域

運動の反映・国の見切り発車時の対応・オホーツク本線構想などの質問項目

整理（会議資料）

5月9日 湧網線存続を訴え、道副知事と沿線住民との懇談会開催：佐呂間町。

４市町村７０人参加、湧網線存続訴え（広報ところ）

＊道主催の「国鉄第２次線に関する線区別懇談会」が正式名称（案内文書）

5月17日 道知事が廃止対象関係市町村召集、意見を取り交わし調整（議会だより）

5月18日 道知事が「廃止反対」の意見書提出（議会だより・道新59/6/21）

道知事が運輸大臣宛、特定地方交通線の選定についての意見書提出（意見書）

6月4日 運輸省局長など来町、現地ヒアリング。湧網線廃止後、代替バス並行運行する

場合の道路状況現地調査、共立－浜佐呂間の道路幅、未舗装、地吹雪、除雪

などの対応面から廃止反対意見を表明（議会だより）

6月7日 道内廃止対象１４線関係市町村長による今後の対応協議（議会だより）

6月13日 全道国鉄廃止反対大会開催（議会だより）

6月14日 道知事を先頭に上京、国鉄廃止反対運動展開（議会だより）

6月22日 湧網線を含む第２次廃止対象路線を運輸相承認。運輸省・国鉄・陸運局・道・

市町村長で構成する地元対策協議会が「廃止前提」で１２月１日から協議開始

と公表（議会だより）

同日、佐呂間町に湧網線沿線市町長、議会議員が集まり、今後の存続陳情対策

を協議」（議会だより）

6月23日 道知事が善導関係市長村長を召集、事後対策協議（議会だより）

7月6日 網走支庁長から「国鉄利用上の問題点に関する調査」依頼（道内国鉄全ての

営業線：ダイヤ設定・列車運行回数・列車編成・停車駅・優等列車運行他）

＊7月1日付け調査、７月１４日回答 （調査関係書類）

7月12日 湧網線沿線市町長・議長が中央の情報収集のため上京、管内出身代議士訪問、

相談。結論として、１２月からの地元協議会不参加、運輸審議会、交通問題

各種委員会に働きかけ、管内出身代議士を中心に廃止に抵抗（議会だより）

7月31日 湧網線確保対策協議会開催：佐呂間町（地元対策協議会開始前において、オホ

ーツク本線建設促進運動を進める、冬期間の実態調査を要請、利用しやすい

ダイヤ編成を要請。地元対策協議会への不参加を確認。同協議会として各市町

村の実情に沿った利用促進策を早期に実施。沿線主要駅で周遊券利用者の実態

調査をする）（協議会資料）

8月8-14日 湧網線の周遊券利用客の実態調査実施：網走駅・卯原内駅・常呂駅・浜佐呂間

駅・佐呂間駅・中湧別駅（全ダイヤ対象、常呂駅では周遊券・一般乗車券・

定期券ごとに調査）（調査資料）

9月3日 湧網線確保対策協議会会長名で沿線市長村長宛に湧網線利用促進に関する

依頼文書（湧網線利用促進：公務出張時の利用・乗車券購入は地元駅・各家庭

へのＰＲチラシ・広報ＰＲ、湧網線利用促進綱引き大会、ダイヤ改正要請）

＊各市町村が９月１日から実施（利用促進県警資料）

9月9日 国鉄湧網線確保対策協議会主催の「乗って残そう湧網線・綱引き大会」開催

＊卯原内：能取湖サンゴ草祭りに併せて実施

＊沿線5市町村、常呂から４１人参加（広報ところ）

9月 「広報ところ」９月号から両開き面の下部に「乗って残そう湧網線」の文字が

入り、住民周知。同年１２月号まで継続（広報ところ）

10月21日 乗って残そう湧網線・湧網線カラオケ・ビール臨時列車運行（中湧別－芭呂

－計呂地－常呂間往復、）上湧別町名寄本線湧網線廃止反対住民会議・湧別
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町国鉄地方交通線確保対策協議会・北酒販後援事業（ＰＲチラシ）

10月28日 国鉄湧網線廃止反対共闘会議主催の国鉄湧網線を守る沿線住民総決起集会

開催：佐呂間町（案内文書）

12月10日 道議会で知事が、第１次廃止路線の興浜線・相生線・美幸線について、採算の

難しい第３セクターに道は参加すべきではないとの道特別審議委員会の答申に

基づき報告。オホーツク本線も将来の問題として検討と消極的な内容。

同日、湧網線の関係市町会議開催、地元協議会への参加は、羽幌線・広尾線

など同じ対象路線の推移を見て態度決定に（議会だより）

昭和60年 1985 1月21日 湧網線対策協議会開催：役場（議会・町内関係団体との湧網線対応協議、

特定地方交通対策協議会への加盟決定及び冬期間の代替輸送道路実態調査の

要請を決定）（会議議案）

2月15日 第１回湧網線特定地方交通線対策協議会開催：網走市

＊佐呂間町長から厳冬期における湧網線線の代替道路の実態調査を依頼が

あり、対策協議会として実施決定）（会議報告書）

3月4日 国鉄湧網線厳冬期調査実施（国鉄湧網線代替道路全区間の雪害多発箇所、橋梁

交通事故多発箇所、歩道、横断歩道及び駅前広場等を北海道運輸局・各自治体

・旭川鉄道管理局関係者が大型バス1台に同乗し、全行程を調査／常呂町は

雪害多発箇所４ヶ所調査）（厳冬期調査資料）

3月31日 常呂町議会が「国鉄の分割・民営化と国鉄労働者の人員整理に反対し、国鉄の

民主的再建とローカル線存続を求める決議」採択（議会だより）

6月20日 湧網線特定地方交通線打合せ：旭川市（湧網線代替輸送道路厳冬期調査の結果

をまとめた旭川鉄道管理局の説明）（打合せ会議資料）

10月16日 第２回湧網線特定地方交通線対策協議会開催・網走市

（湧網線確保対策協議会の「国鉄湧網線厳冬期調査委対する意見書」提出：

代替輸送道路の管理が国・道・自治体にわたり、幅員・交通安全設備上課題

多く、大型バスの円滑運行に問題、雪害箇所が多く、除雪による幅員の有効

利用上の問題、バス運行事故に合わせた除雪の実施困難、異常暖冬期の調査

の実情との差が問題、再調査が必要）（厳冬期調査に対する意見書）

11月8日 湧網線打合せ会議開催：常呂町（網走・佐呂間・湧別・上湧別・常呂各市町長

及び幹事／湧網線の廃止はやむを得ない、代替輸送は第３セクターとバス転換

試算の対比の結果バス運営。バス会社の系列・鉄道跡地の問題を各市町で

要検討・今後の方針として、各市町のバス路線計画・関連施設計画を年内目標

に策定、事務局で廃止後の交付金・関連施設の状況を調査）

（打合せ会議資料）

11月14日 湧網線確保対策協議会担当者会議開催：佐呂間町

（旭川鉄道管理局作成の代替輸送検討資料の説明。検討事項の決定事項／代替

バスの試案の作成、代替路線計画とバス運行ダイヤ計画作成）（会議資料）

昭和61年 1986 1月10日 湧網線特定地方交通線対策協議会の湧網線打合せ会議開催：佐呂間町

＊次回の会議で湧網線廃止に伴う代替交通をバス転換やむなしの決定。バス

転換に関わるバス会社の委託・運行計画・交付金・経営母体・長期財政計画

などの基本的事項協議（打合せ会議報告書）

1月24日 湧網線対策会議開催：役場（議会その他関係機関への湧網線廃止と代替交通

バス転換の説明と意見聴取）（会議報告書）

1月30-31日 湧網線特定地方交通線対策協議会第３回幹事会開催：旭川市

＊湧網線代替輸送の試案（第３セクターとバスの対比）説明、特定地方交通

線転換交付金交付要綱の説明（会議資料）

2月17日 第３回湧網線特定地方交通線対策協議会開催：網走市。沿線１市４町代表

者で第３セクターによる鉄路存続は資金・経営両面から困難を理由にバス転換

の方針を決定（広報ところ）

＊バス輸送計画案の具体的な作成方法の提案、次回の協議議題（会議報告）

3月 「広報ところ」３月号で、「鉄路存続を断念！湧網線もバス転換に決定」の

見出しで１ページにわたり経過報告（広報ところ）

5月7日 常呂町議会議員協議会（代替路線等について協議）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）
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5月13日 国鉄湧網線廃止に伴う活用・開発等会議開催：役場（議会・関係団体代表者

対象の経過説明・バス代替路線案提示・要望事項の取りまとめ）（会議議案）

5月26日 常呂町財産管理委員会開催（国鉄用地の活用方針等について協議）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

6月28日 町内関係団体長会議（国鉄跡地の利用活用の概要協議：用地計画・要望含む

施設計画他）（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

8月13日 湧網線事務担当者会議開催：網走市（網走バスとの協議：ダイヤ編成・網走-

中湧別の直行便・代替バス路線試走・代替バス経費試算）（会議資料）

8月17日 常呂町商工会主催のサヨナラ湧網線仮装盆踊り大会を常呂駅前で開催

（広報ところ）

8月29日 湧網線代替バス輸送計画策定作業グループ第５回会議：網走市

＊湧網線代替輸送道路バス試走（網走バスターミナル－常呂駅－浜佐呂間駅

－佐呂間駅－中湧別駅：試走結果協議）

＊協議会幹事・北見陸運局・旭川鉄道管理局による網走バス使用の代替輸送

道路全コース試走と試走結果のまとめ、停留所・代替バス輸送計画策定協議

（会議資料）

9月10日 湧網線事務担当者会議：佐呂間長（転換交付金取り扱いの各市町の考え方把握

・常呂関係／常呂-網走の朝夕の通学バス台数協議・停留所仮決定・初期投資

協議）（会議報告書）

11月6日 常呂町観光開発審議会開催〔前浜地区観光計画審議）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

11月17日 第４回湧網線特定地方交通線対策協議会開催：網走市。昭和６２年３月１９日

で国鉄湧網線廃止、翌２０日から代替バス（網走バス）運行を決定。

代替バス路線は、網走－常呂－栄浦－浜佐呂間－佐呂間－床丹－計呂地－

中湧別までの５往復とサロマ湖畔（浜佐呂間－幌岩－富武士－床丹）経由の

１往復、１日６往復のバス運行（広報ところ）

11月28日 国鉄湧網線関係課長会議開催：役場（転換決定事項・転換交付金計画・駅跡地

利用計画説明、代替バスとスクールバスの路線コース・時間調整、転換交付金

活用事業計画・問題課題の整理確認・今後の作業スケジュールの説明と協議）

（会議資料）

12月12日 湧網線作業グループ第８回会議（第９回作業グループ会議資料）

12月19日 常呂町議会吟協議会（国鉄関係説明・協議：バス転換の決定事項・交付金

計画・駅跡地計画他）（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

昭和62年 1987 1月16-17日 湧網線作業グループ第９回会議：網走市（転換関連事業計画・転換交付金充当

計画・初期投資計画・代替輸送確保基金了承、バス転換作業日程表確認、

網走バスとの覚書案は各市町持ち帰り検討）（会議報告書）

2月1日 土佐区住民：旅行友の会、湧網線記念乗車

2月3日 常呂町商工会との打合せ（前浜活用・駅跡地計画・バス運行・交通ターミナル

運営管理・サイクリングロード・鉄道物品他）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

2月10日 常呂駅で湧網線廃止記念ホタテ貝の形状台紙と記念入場券・キップのセット

販売、キヨスクでレール文鎮、記念灰皿、タオル販売（広報ところ）

2月10日 商工会・観光協会・加工協会との打合せ（駅跡地・交通ターミナルの運営等

打合せ（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

2月12日 第５回湧網線特定地方交通線対策協議会開催：北見市

＊第４回協議会以降、３回の作業グループ会議、第５回幹事会の開催報告。

＊協議会加盟各市町の転換促進関連事業計画及び転換交付金充当計画の報告と

決定、各市町からの要望取りまとめ（会議報告書）

2月16日 商工会・観光協会・網走バスとの打合せ（交通ターミナル運営党打合せ：

交通ターミナル建設運営・売店他）（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

3月1日 共立区住民：旅行友の会、湧網線記念乗車

3月5日 （常呂小）湧網線乗車（国鉄湧網線廃止記念）（常呂小百年史）

3月9日 常呂町議会で、駅跡地・交通ターミナル・回転場案審議可決

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）
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3月13日 （日吉小）全校生さよなら湧網線体験乗車（日吉小８０年史）

3月19日 国鉄湧網線さよなら臨時列車「湧網号」運行、常呂着11:18、常呂発11:20

５両編成ジーゼル車（広報ところ）

3月20日 湧網線代替バス始発式（網走～中湧別を運行）

4月8日 広報ところで転換交付金等の内容周知

4月15日 商工会との打合せ（交通ターミナル・回転場等打合せ）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

5月3日 旧常呂駅で廃止された湧網線のレールを使ってトロッコ選手権開催

5月7日 商工会との懇談会（前浜活用について懇談）

（常呂町のバス転換・跡地利用計画年表）

昭和63年 1988 1月下 旧国鉄湧網線常呂川鉄橋撤去開始（秋まで）（広報ところ）

4月1日 旧常呂駅跡に交通ターミナルがオープン（昭和６２年９月２１日着工）

12月 共立駅舎跡地に共立ミニ会館が建設される（共立百年史）

平成元年 1989 7月1日 交通ターミナル西側に客車を利用した無料宿泊所「とまってけや」オープン

旧湧網線の鉄道レール・枕木撤去される（富丘百年史）

平成4年 1992 5月 国道２３８号線の基線から西１線間に架かる跨線橋（旧湧網線）の撤去工事

開始（５月中旬～１１月下旬）（広報ところ）

平成7年 1995 8月 交通ターミナル西側の客車を利用した無料宿泊施設「とまってけや」を

吉野の昆虫の家に移転

ありし日の駅舎・乗降場

常 呂 駅

北見共立駅

東富丘乗降場

富 丘 駅
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※昭和１０年代から昭和４０年代までの汽車や駅が暮らしに身近だった頃の写真をいくつか紹介します。

＊昭和１０年頃：鉄橋の建設工事中（右端）と常呂川を挟んだ弁天（手前）と本通り側

＊昭和１１年６月２１日 建設列車が常呂まで到着

＊昭和１１年１０月１０日

網走－常呂間の湧網線全通記念写真
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＊昭和１０年開通後の湧網線

＊昭和２７年１２月６日
常呂－下佐呂間間開通
（共立駅）

＊昭和１２年頃の
常呂駅
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＊昭和３５年頃
常呂駅に停車中の貨物ＳＬ

＊昭和３５年３月頃の
常呂港乗降場

＊昭和３５年頃、ラッセル車を先頭に除雪
しながらの列車運行

＊昭和３０-４０年代の駅前の常呂町
案内看板
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＊昭和３７年２月頃
鉄橋の下の凍結している常呂川を渡る人たち
鉄橋に並行していた常呂橋がない時代は
便利な手段だったのかも…。、

＊右 昭和３７年頃の常呂駅で
貨物列車に馬を積み込む作業

＊下 上と同じ年、貨物列車に俵を
積み込む作業

＊昭和３９年７月の常呂駅前の貸切バス
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＊昭和４１年４月１０日
湧網線に大型ジーゼルカーが全面運行

＊昭和４３年８月２５日の常呂ライオンズ
クラブ・チャーターナイト開催記念の
案内看板

＊昭和４１年の常呂中学校体育祭パレード
中学校（現在のスポーツセンター）から
常呂駅までのパレード
・通学区域ごとにチームが分かれていました
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＊昭和４３年の常呂町の観光案内パンフレット

国鉄とバスの路線と時刻表

＊昭和４６年３月８日
常呂駅の収入が１億円達成

（ダルマの両目に墨入れ）
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