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（4）鉄道写真詩コンテストの開催 

 「鉄道写真詩」は、「鉄道写真」に「詩」を組み合わせて鉄道旅の魅力やその旅

情を表現する新たな芸術活動として当法人が初めて提唱を行った。 

鉄道写真詩コンテストは、その登竜門としての役割を担うもので、国土交通省鉄

道局の後援と関係各位のご協力、ご協賛をいただき、自身の写した鉄道写真と自作

の詩を組み合わせてホームページから応募する方法で 2017 年より開催している。

応募期間は 7月 1日より 9月 30日までの 3ヶ月間で、審査は、国土交通省鉄道局

長、鉄道写真家の米屋こうじ氏、詩人で社会学者の水無田気流氏、そして当法人理

事長の 4 名があたり、入賞（国土交通省鉄道局長賞、米屋こうじ賞、水無田気流

賞、エコトラン賞）各１名と入選者に対して表彰を行っている。 

 鉄道写真詩コンテストの応募規定は以下のとおり。 
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①鉄道写真詩コンテスト2017 

 

1.作品の応募受付期間：2017年（平成 29年）7月 1日～9月 30日 

2.応募総数 231作品 

3.表彰 

 
4.作品展の開催 

◯東武博物館 11月 1日（水）～11月 30日（木） 

 11月 23日（木・祝）同館ホールにおいて 13：00～14：00「米屋こうじ＆水無田

気流トークステージ-鉄道写真詩コンテスト 2017の作品をみる-」を開催。 

◯鉄道博物館 11月 8日（水）～11月 20日（月） 

 

 

         鉄道写真詩コンテスト 2017 

         https://ecotran.or.jp/photo/2017/ 

 

 

 

表　彰 名　前 題　名 住　所 撮影箇所 年齢

米屋こうじ賞 小池田和恵
コイ ケダ　　カ ズエ

トワイライト 大阪府 JR京都線　高槻駅 45

水無田気流賞志波英明
シバ　　ヒデアキ

シグナル 大阪府 南海電気鉄道高野線　紀見峠・天見間 17

エコトラン賞 千葉　洋
チバ　　ヒロシ

最終列車 高知県 土佐くろしお鉄道　西大方駅 52

大場正明
オオバ　マサアキ

汽車と少年 宮城県 磐越西線　喜多方・山都間 29

茂木夕夏
モギ　ユカ

いつも 北海道 根室本線 26

中本則昭
ナカ モト　ノリアキ

遥かなる日々 兵庫県 明治村 68

山崎　功
ヤマサキ　イ サオ

秋 茨城県 小海線　小淵沢・甲斐小泉間 64

南　輝明
ミナミ　テルアキ

坂の上の電停で 神奈川県 函館市電　青柳町・谷地頭間 47

武藤彩香
ムトウ　アヤカ

汽車と水車 栃木県 真岡鐵道　天矢場・茂木間 29

鈴木啓公
スズキ　ヒロトモ

おばちゃんの城 東京都 道南いさりび鉄道（当時江差線）釜谷駅 49

藤田乃愛
フジタ　ノア

閉まる。 静岡県 飯田線　向市場駅 13

津軽鉄道　飯詰・毘沙門間 65

入　選

国土交通省
鉄道局長賞 佐々木博光

ササキ  ヒロミツ
白龍 青森県

https://ecotran.or.jp/photo/2017/
https://ecotran.or.jp/photo/2017/
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2017年12月4日交通新聞 
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②鉄道写真詩コンテスト2018 

 

1.作品の応募受付期間：2018年（平成 30年）7月 1日～9月 30日 

2.応募総数 200作品 

3.表彰 

 
4.作品展の開催 

○東武博物館（東京都墨田区） 11月 1日（木）～11月 30日（金） 

○鉄道博物館（埼玉県さいたま市） 11月 7日（水）～11月26日（月） 

同博物館において、11月 17日（土）13：00より「米屋こうじ＆水無田気流トーク

ステージ-鉄道写真詩コンテスト 2018の応募作品をかたる-」を開催。 

○東北福祉大学鉄道交流ステーション（仙台市）11月 7日（水）～11月 17日（土） 

○日本現代詩歌文学館（岩手県北上市）11月 10日（土）～11月 30日（金） 

 

         鉄道写真詩コンテスト 2018 

                  https://ecotran.or.jp/photo/2018/ 

表　彰 名　前 題　名 住　所 撮影箇所 年齢

米屋こうじ賞 平野史孝
ヒラ ノ　　フミタカ

何者だ 兵庫県 山陽新幹線 六甲トンネル新神戸側 63

水無田気流賞鎌倉 和
カ マクラ 　ノドカ

熱い日 静岡県 JR飯田線　水窪 12

エコトラン賞 佐々木信子
ササキ　　　　ノブコ

ゲン担ぎの踏切 青森県 五所川原駅先　五能線・津軽鉄道線踏切 69

志波英明
シバ　　　ヒデアキ

透明の彩管 大阪府 南海高野線 美加の台・三日市町間 18

佐藤　純
サトウ　　　ジュン

子どものことば 兵庫県 阪神線　梅田・芦屋間 38

山﨑　功
ヤマザキ　イ サオ

メール 茨城県 JR小海線　小淵沢・甲斐小泉間 65

田島佑美
タジマ　　　ユミ

Next Station is... 神奈川県 Puffing Billy Steam Railway（オーストラリア） 22

油谷文恵
ユタニ　　フミエ

どしゃ降り 福島県 会津鉄道　あまや・芦ノ牧温泉間 43

小林郁子
コバヤシ　イ クコ

都会の森 神奈川県 JR御殿場線　上大井・相模金子間 73

上地茉莉
カ ミジ　　　マリ

青い旅 徳島県 江ノ島電鉄 鎌倉高校前 22

辻本一夫
ツジモト　カ ズオ

蜩（ひぐらし）の鳴くころ 東京都 JR釜石線　平倉・足ヶ瀬間 54

JR伯備線 美袋・備中広瀬間 43

入　選

国土交通省
鉄道局長賞 岡本

オカ モト

由紀
ユキ

隠せない思い 東京都

https://ecotran.or.jp/photo/2018/
https://ecotran.or.jp/photo/2018/
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期日：平成 30年 11月 17日（土）13時～14時 

場所：鉄道博物館 2F スペシャルギャラリー前 特設ブース 

 

 鉄道写真詩コンテストの実施概要を原代表理事より説明の後、コンテストの審

査委員を務めていただいた鉄道写真家の米屋こうじ氏と詩人で社会学者の水無田

気流氏によるトークステージを開催。 

 作品の見どころや審査のポイント、更にはカメラワークや詩作にあたっての留

意点を語っていただいた。 

 

プログラム 

 鉄道写真詩コンテスト 2018の概要 13：00～13：05 

 トークステージ 13：05～14：00 
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③鉄道写真詩コンテスト2019 

 

1.作品の応募受付期間：2019年（令和元年）7月 1日～9月30日 

2.応募総数 200作品 

3.表彰 

 

4.作品展の開催 

○東武博物館（東京都墨田区） 11月1日（金）～11月30日（土） 

○鉄道博物館（さいたま市） 11月6日（水）～11月25日（月） 

○東北福祉大学鉄道交流ステーション（仙台市）11月 9日（土）～11月 20日（水） 

○日本現代詩歌文学館（岩手県北上市）11月9日（土）～11月30日（土） 

 

  鉄道写真詩コンテスト 2019 

    https://ecotran.or.jp/photo/2019/ 

 

https://ecotran.or.jp/photo/2019/
https://ecotran.or.jp/photo/2019/
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（5）地域鉄道支援 

 当法人発足のそもそものはじまりは地域鉄道支援にあった。地域鉄道フォーラ

ムやセミナートレイン、鉄道写真詩コンテスト等も地域鉄道のおかれた厳しい現

状を一般の方に広く知っていただくために開催を行ってきている。 

他方、地域鉄道事業者側にとってはギリギリの要員でかつ限られた資材を用い

ての運営を行っており、経営企画や営業企画の立案、更には安全の確保のための技

術の伝承もままならない状況となっている。 

そのため、地域鉄道事業者に対して運賃等営業企画面、土木・電気・車両等技術

安全面や法律の解釈・相談、諸手続き方法等、よろず相談をいただけるよう「地域

鉄道技術安全懇話会」及び「地域鉄道支援アドバイザーチーム」を設置し、相談に

応じている。 

  

①地域鉄道技術安全懇話会 

第 1回「いすみ鉄道と安全」 

日 時：2014年（平成 26年）3月 27日 15：00～17：00 

 場 所：船橋商工会議所 303会議室 

 ゲスト：いすみ鉄道株式会社社長 鳥塚 亮氏 

 

第 2回「ひたちなか海浜鉄道安全対策の現状」 

 日 時：2015年（平成 27年）3月 31日 15：30～17：00 

 場 所：「生涯学習センターばるーん」304会議室 

 ゲスト：ひたちなか海浜鉄道株式会社社長 吉田千秋氏 

 

第 3回「若桜鉄道の安全対策の現状」 

 日 時：2016年（平成 28年）8月 6日 15：00～17：00 

 場 所：船橋商工会議所 会議室 306号室 

 ゲスト：若桜鉄道株式会社社長 山田和昭氏 

 報 告：「重大インシデントかもめ事案」湯田豊人氏 

 

第 4回「JR東海総合研修センターの見学および意見交換会」 

 日 時：2018年（平成 30年）2月 28日 15：15～19：30 

 場 所：JR東海総合研修センター 

 ゲスト：JR東海総合研修センター 所長 早川信二氏 
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     一般社団法人日本鉄道車輌工業会専務理事 佐伯 洋氏 

第 5回「安全と快適性」 

 日 時：2019年（平成 31年）2月 25日 15：00～17：00 

 場 所：新富区民館 4号室 

 報 告：「信号システムの現状とこれから」村田浩一氏 

「新型 5000 系車両の設計コンセプト及び同車両を使った京王ライナー

の利用状況について」湯田豊人氏 

「車両の転覆に影響する要素は何？・車両設計のトレンド」綱島和憲氏 

 

 

②ひたちなか海浜鉄道への安全対策支援 

 2015年から 2017年にかけて、ひたちなか海浜鉄道の安全管理規程ほか諸規程の

整備、安全体制の構築、社員教育、安全マネジメント、レビューの方法等の安全管

理全般にわたってアドバイスを行った。 

2015 年度の主な実施項目 

職場点検 

座学「鉄道従事員の考え方」・「安全マネジメント」 

教材作りワークショップ 

内部監査規程・手順書作成 

2016年度の主な実施項目 

新人研修 

第4回 JR東海総合研修センターの前で 
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座学「安全管理規程」・座学「ヒヤリハットの仕組み」・「実設訓練要領作成」 

実設訓練 7 月 11日 

緊急時行動マニュアル作成 

運転実施基準見直し 

2017年度の主な実施項目 

代用閉そく式変更チェックリスト作りワークショップ 

実設訓練シナリオ作りワークショップ 

職場点検、添乗指導ガイドライン作りワークショップ 

事故事例検討の進め方ワークショップ 

運転指令用運転整理マニュアル作成ワークショップ 

運転関係従事員向け考査作成ガイドライン作りワークショップ 

実設訓練 テロ対策訓練 10 月24 日 

 

③法人会員に対する支援プログラムの強化 

地域鉄道事業者のニーズを調査するため、東北鉄道協会の協力を得て、2017 年

9月にアンケート調査を実施し、同協会所属会社 15社から回答をいただいた。 
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集計結果は、以下のとおりとなった。 

相談窓口設置に関するアンケート集計結果（回答社数 15社） 

Q1 弁護士等、法律面で相談ができる人の有無 

   いる 5（33％）   いない 10（66％） 

Q2 過去 10 年内に鉄軌道営業上での、交渉ごと、もめごと等で法的措置をとる

必要の有無 

具体的には、お客様からの苦情・トラブル等の利用者対応、事故処理対応、騒音

等の近隣対応、労務管理対応等で、実際に法的措置をとらなくともそれを検討した

ことのあるものを含めてその件数（１件で複数相談の場合はそれぞれの件数で計

上）。 

 
＊不明と回答した事業者１ 

Q3 Q2の回答中、最近の事例、もしくは最も困難で印象に残った事例について、

その概要と処理方法、結果。 

概 要 

 踏切での自動車と列車の衝突事故による保険会社との損害賠償に関する交

渉。 

 地上権設定者との間のトラブル（事業者勝訴） 

 

Q4 法律相談の必要性を感じる分野（複数回答可） 

 

内　　容 件数 比率

弁護士への相談件数 10 62.5

警察への相談件数 6 37.5

運輸局への相談件数 0 0

労働基準局への相談件数 0 0

合　計 16 100.0

内　　容 件数 比率 備　考

利用者対応 8 28.6

事故処理対応 10 35.7 うち3社が最も必要との回答

近隣対応 4 14.3

労務管理対応 1 3.6

安全管理対応 3 10.7

行政手続対応 1 3.6

その他 1 3.6

合　計 28 100.0
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Q5 法律に係る相談窓口が設置された場合の利用の有無。 

    利用したい 6（43％） 利用しない 8（57％） 

 

Q6 法律に係る相談窓口の対応について。 

簡易なメール対応の場合は無料とし、個別面談のうえ依頼受けて対応する場合

の負担可能と思われる金額。 

 

 

アンケートを受けての分析結果 

「法的措置をとる必要性が過去に生じたかどうか」と「相談先の有無」の関係

（Q1と Q2の関係） 

 

 

「法的措置をとる必要が過去に生じたかどうか」と「相談窓口を利用したいかど

うか」の関係（Q２と Q5の関係） 

 

 

「相談先の有無」と「相談窓口利用したいかどうか」の関係（Q1と Q5の関係） 

 

内　　容 件数 比率

30,000 円程度まで 2 33.3

50,000 円程度まで

100,000 円程度まで

事案によって額を相談したい 4 66.7

相談先有 相談先無

法的措置をとる必要が過去に生じた 3 0

法的措置をとる必要が過去に生じなかった 1 10

不明 1 0

利用したい 利用しない 未定

法的措置をとる必要が過去に生じた 2 1 0

法的措置をとる必要が過去に生じなかった 4 6 1

不明 0 1 0

相談窓口を

利用したい 利用しない 未定

相談先有 2 3 0

相談先無 4 5 1

相談窓口を
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以上の結果から、一定のニーズが存在することが判明した。 

理事会で対応を検討し、2018 年度からの法人会費の見直しと併せ、法人会員へ

の支援プログラムの充実を図った。具体的には、以下のとおりである。 

 

・鉄道事業に係る法律相談受付 ⇒ 弁護士・専門家が相談にお応えします 

・鉄道事業に係る安全制度・安全対策アドバイス 

 ⇒ 地域鉄道技術安全懇話会の組織により各種相談にお応えします 

・鉄道事業に係る営業制度・営業戦略アドバイス 

⇒ 地域鉄道支援事業本部及び地域鉄道支援事業アドバイザーチームが対応

いたします 

・鉄道事業に係る諸情報の収集及び提供等 

相談やアドバイスはすべて無料で、何回でもお気軽にご相談ください。 

ただし、現地に赴いて具体的対策を講じる等により交通費等の費用が発生する

場合には別途相談の上、実費のご負担をお願させていただくことがあります。 

また、地域鉄道事業に関する以下の専用の相談窓口を用意した。 

 

相談受付体制 

 

 

 

電話

FAX

e-mail

（技術・安全関係） （法律・営業関係等）

相談窓口

03-6811-1102

03-6811-1112

support@ecotran.or.jp

アドバイザーチーム

地
域
鉄
道
支
援
事
業
本
部

地
域
鉄
道
技
術
安
全
懇
話
会




