
平成１７年度 事 業 報 告 書

（寄附行為 第４条第１号該当）１ 保存普及事業
鉄道遺産等普及事業

横川・軽井沢間に官設鉄道が開通して以来１００年余に亘り育まれてきた鉄道

文化は、今も多くの重要な施設と人材を残している。めがね橋や旧丸山変電所や

ＥＤ４２やＥＦ６３等の電気機関車に代表されるハード部分の遺産と、旧国鉄職

員に代表されるソフト部分の遺産を活用し、広く情報収集を行い、紀要の発刊を

行った。

甦る碓氷線

「鉄路が峠を越えた（峠の鉄路を支えた人々 №７）」の作成

Ａ５版 １５ページ ４００ 部

（寄附行為 第４条第２号該当）２ 情報発信事業
① 碓氷峠を紹介する資料の発行

歴史と自然の豊かな碓氷峠を広く紹介するための資料とするとともに碓氷峠を

散策するガイドブックとしても役立つ資料を配布し利用者の便宜を図った。

峠ウオッチング「碓氷線絵地図」 Ｂ５版変形 １６ページ

② インターネットホームページの開設

情報発信が可能なインターネット上にホームページを開設し、鉄道文化むら・

交流館(峠の湯)・くつろぎの郷の各施設の紹介をはじめ碓氷峠の情報を発信する

とともにE-mail等を活用し、各種イベントの紹介並びに自主事業参加者の募集や

関連する情報収集を行った。

○ 鉄道文化むら・交流館(峠の湯)・くつろぎの郷ホームページの内容充実と

日々の更新の実施。

（寄附行為 第４条第２号該当）３ 交 流 事 業
① 遺産とふれあう交流事業

「碓氷線ウオーキング」の開催

めがね橋や旧丸山変電所、旧中山道、坂本宿、碓氷湖等の鉄道及び街道遺産

や自然景観を、見ながら当時の峠越えのエピソードを聞きながら「峠の歴史」

にふれてもらうため、アプトの道や坂本宿等を散策するウオーキングを実施し

た。 （旧国鉄職員の同行による沿線等の紹介及び説明）

実施期日

（春） ５月１４日（土） ５月２２日（日） ５月２８日（土）

６月 ６日（日） 計 ５７名

（秋） １０月２３日（日） １０月２９日（土） １１月 ５日（土）

１１月１３日（日） １１月１９日（土） 計 ６９名

９回実施 参加者 １２６名

② 地域ふれあい塾の開催

自然あふれる当地域の特性を生かした「地域ふれあい塾」をくつろぎの郷体験

実習館で〔しめなわ作り体験教室〕を実施施し交流を深める。

実施期日

１２月 ４日（日）

１回実施 参加者 １１名



③ 第７回碓氷峠紅葉まつり俳句大会の開催

碓氷峠は古来より、紅葉の美しさでも知られ、唱歌「もみじ」の作詞の場でも

ある。峠の紅葉の美しさを俳句で表現してもらう俳句大会を実施した。

募集期間 ９月１日より１０月１２日まで １人２句まで

応募者及び応募句数 １０９名 ２０５句 入選者 １０名

俳句大会 １１月３日（月）松井田町役場基幹集落センター

大会当日句 ３２名 ２９句 入選者 １０名

選 者 鈴 木 貞 雄 先生

④ 碓氷峠友の会の運営

財団の趣旨に賛同される方から会費（個人2,000円）を募り「友の会」を運営。

情報提供等を行った。

会員数（３月３１日現在） ２４１名 年会費 ２，０００円

機関誌「とうげ」の発刊 通巻２０号～２３号の４回発刊

当初からの登録会員数 ６８５名 有効会員数 ２４１名

⑤ 鉄道映写会の開催

前年に引き続き「懐かしの蒸気機関車」の映写会を鉄道文化むらで実施しに。

輝かしい栄光を秘めてＤ５１・帰ってきた蒸気機関車他３タイトルを上映した。

実施期日 ４月２９日・５月３・４・５日の４日間

上映回数等 １日３回 計１２回 観覧車 延べ３００名

⑥ 交流館(峠の湯)割引券の配布。

町民の憩いの場とし町内居住者の利便を図るため、７０歳以上の高齢者へ割

引優待券１２枚の配布及び町内全世帯へ割引優待券１０枚を配布した。

利用状況

熟年者割引優待券（入館料２００円・１２枚）

発行枚数 ２，９１９枚 利用者数 ３，９３０人

世帯別割引優待券（入館料 大人３００円・小人２００円・１０枚）

発行世帯数 ５，５９２世帯 利用者数 ６，７８３人

⑦ 交流館(峠の湯)シャトル・巡回タクシーの実施

運行日 平日（第２・４火曜日は除く）

シャトル運行日数 １９５日 利用者数 ５，１３１人。

１日平均 ２６人

巡回タクシー運行日数 ２０１日 利用者数 ６９１人。

１日平均 ３人

⑧ 碓氷峠に関連する各種事業への協力

関係機関等で実施する碓氷峠に関わる諸事業に協力を行った。

４ 松井田町の公共施設の管理運営事業（寄附行為 第４条第３号該当）
Ⅰ「碓氷峠鉄道文化むら」の適切な管理運営。

開園日数 ３１３日

入園者数 ２０１,０７５人 (延べ １，４１３，４３２人）



① ＥＦ６３形電気機関車」運転体験事業

実車を運転できるという鉄道ファンの「夢」を実現させ、鉄道

への理解を深めるため、碓氷峠専用機関車の運転体験の実施。

学科講習終了後、指導機関士の指導でEF63形機関車保存運転線区

間往復800mの運転。

学科講習料 30,000円、運転体験料 １回5,000円～

運転体験回数により割引

学科講習修了者 １００人(男９８人・女２人)

延べ人数 合計 １，１３７人

運転体験者(延) １，８５１人

② 碓氷峠のトロッコ列車（シェルパくん）の運行管理事業

運行日数 １６３日 ・ 運行便数 １，２７４便

乗車人数 １１４，２１５人

③ 松井田町と安中市の合併を記念し３月１８日（土）を入園料金無料

とし園内を開放した。

④ 鉄道の日」イベント〔１０月１４日（金）～１６日（日）〕

特別割引セット券販売 ・ EF63形電気機関車運転室乗車体験

アプト式電気機関車「ED42型」の野外展示 ・ 緩急車乗車体験

レールスター試乗体験等

⑤ 施設及び設備等の保守管理業務

２ﾌｨｰﾄ検修庫屋根及びシャッター補修 ・ シュミレーター修繕

トロッコ等運行線路補修 ・ ＥＦ６３運行線架線補修

券売機修繕 ・ トロッコ列車修繕等

⑥ 御守砂」入園者プレゼント〔１２月１日～３月３１日まで］

ＦＥ６３電気機関車のすべり止め砂を、御守砂として来園者にプ

レゼント（８２０個）

Ⅱ「碓氷峠の森公園交流館」の適切な管理運営。

開館日数 ３４０日

入館者数 １８７,０４６人 (延べ ９８４,８４３人）

① 施設及び設備等の保守管理業務

大浴場、家族風呂補修 ・ 大広間等障子張り替え

空調設備補修 ・ 公園内管理業務（樹木剪定及び除草等）

② イベント等の実施

□ 鯉のぼり・節句人形の展示 〔４月１３日～５月９日〕

□ 地域農産物の販売［土曜・日曜・祝日のみ］

□ この木なんの木クイズ 〔５月２０日～５月３１日〕

□ ビンゴゲーム 〔６月１９日～６月２６日〕

□ トロッコ列車開通記念クイズ 〔７月２１日～８月３１日〕

□ 駄菓子コーナー「らせん階段」の実施 〔７月２３日～８月１６日〕

□ 七夕飾り「短冊に願いを込めて」の実施 〔８月１日～８月７日〕

□ スイカ割りゲーム 〔８月１９日～８月２１日〕

□ 群馬県民の日「入館割引・ ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸのｻｰﾋﾞｽ等」 〔１０月２８日〕



□ イルミネーションの実施 〔１１月２３日～１２月２６日〕

□ クリスマスプレゼントの実施 〔１２月２３日～１２月２５日〕

□ 年末年始特別営業の実施 〔１２月３１日～１月３日〕

□ 顔出し雛・ひな人形展示〔２月２６日～３月６日〕

□ ひょうたんプレゼント 〔２月２０日～３月１０日〕

Ⅲ「碓氷峠の森公園くつろぎの郷」の適切な管理運営。

開館日数 ３６５日

コテージ利用者数 ８９１棟

野外交流広場等利用者 ２２４団体

利用人数 ６，５８４人

5 会議の開催等
①理事会の開催

第１回 平成１７年 ５月２３日

第２回 平成１７年１１月１７日

第３回 平成１８年 ３月２７日

②評議員会の開催

第１回 平成１７年 ５月２３日

第２回 平成１７年１１月１７日

第３回 平成１８年 ３月２７日


