The history of ecotran 2009-2019

6.年表
（）内は、月.日。または月
ecotran 前 史
参 考 事 項
2007年
第1回セミナートレイン「銚子電気鉄道」 ＩＣカード乗車券「パスモ」サービ
（平成19年） 開催（8.1）
スを開始（3.18）
鹿島鉄道廃止（4.1）
くりはら田園鉄道廃止（4.1）
西日本鉄道宮地岳線廃止（4.1）
地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律公布（5.25）
高千穂鉄道（延岡・槇峰間）廃止
（9.6）
中越沖地震（7.16）
郵政民営化（10.1）

2008年
第2回セミナートレイン「ひたちなか海浜 島原鉄道（島原外港・加津佐間）廃
（平成20年） 鉄道」開催（8.4）
止（4.1）
第1回鉄道茶論開催（11.15）
三木鉄道廃止（4.1）
九州新幹線（武雄温泉・諫早間）着
工（4.28）
地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律の改正により「鉄道事業再
構築事業が規定される（5.21）
東京メトロ副都心線、池袋・渋谷間
開業（6.14）
交通政策審議会陸上交通分科会鉄道
部会提言「環境新時代を切り開く、
鉄道の未来像」（6.19）
オリンピック（北京・香港）開催
（8.8～24）
運輸安全委員会発足（10.1）
京阪電気鉄道中之島線、天満橋・中
之島間開業（10.19）
名古屋鉄道モンキーパークモノレー
ル線廃止（12.27）
高千穂鉄道廃止（12.28）
北海道・洞爺湖サミット開催（7.7～9）
南部陽一郎氏、小林誠氏、益川敏英氏が
ノーベル物理学賞、下村脩氏がノーベル化
学賞を受賞

ecotran 年 史
2009年
設立準備委員会開催（1.19）
（平成21年）
法人設立趣旨説明於津軽鉄道(2.14)

参 考 事 項
阪神電気鉄道阪神なんば線、大阪難
波・西九条間開業（3.20）
北陸鉄道石川線（鶴来・加賀一の宮
間）廃止（11.1）

国土交通省鉄道局総務課へ法人設立趣旨
説明（2.18）
衆院選で民主党が圧勝し、政権交代
（8.30）

設立総会・理事会（3.7）

ホームページ(http://www.ecotran.org/)
裁判員制度スタート（5.21）
運用開始(3/8)
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ecotran 年 史
2009年
船橋公証役場で定款認証（3.18）
（平成21年）
法人登記申請・印鑑登録申請（4.1）
創立社員総会並びに祝賀会於東京都中小
企業振興公社（5.15）
理事会（5.29）
第3回セミナートレイン「千葉モノレー
ル」開催（6.27）
鉄道関係等諸情報のメール配信開始
（6.30）
鉄道ジャーナル誌10月号（通巻516）より
「ecotran通信」のコーナーが開設される
(8.21)
会報『地域鉄道を考える』第１号発刊
（10.31）
第１回地域鉄道フォーラム開催（11.7）
2010年
第2回鉄道茶論開催（2.6）
（平成22年）
定時社員総会（6.12）

参

考

事

項

成田高速鉄道アクセス線が開業
（7.17）
東北新幹線（八戸・新青森間）開業
（12.4）

第2回地域鉄道フォーラム「公募社長サ
ミットin東京」開催（6.12）
津軽鉄道80周年記念シアタートレイン開 探査機はやぶさが小惑星イトカワから地球
へ帰還（6.13）
催（7.3）
会報別冊『津軽鉄道小史』発刊（8）
第4回セミナートレイン「山形鉄道大学開
催（10.30）
会報「地域鉄道を考える」第2号を発刊
（10.31）
2011年
HPよりカレンダーと壁紙を配信開始
（平成23年）
HPリニューアル（3.4）
当法人監事の長瀬博氏逝去、享年64歳
（6.7）
定時社員総会（6.11）
第3回地域鉄道フォーラム「地域鉄道の安
全防災対策について」開催（6.11）
会報『地域交通を考える』（タイトル変
更）第3号を発刊（11.30）
東北運輸局主催「東日本大震災後におけ
る東北地方の鉄道利用促進策等の検討調
査WG」に委員として原専務参画

根岸英一氏・鈴木章氏がノーベル化学賞を
受賞
冬季オリンピック（バンクーバー）開催
（2.1～28）

東日本大震災発生（3.11）
九州新幹線（博多・新八代間）開業
（3.12）
JR北海道石勝線において列車脱線火
災事故発生（5.27）
FIFA女子ワールドカップドイツ大会
しこジャパンが優勝（7.18）

なで

日本の地上アナログテレビ放送終了
ジへ完全移行（7.24）

地デ

2012年
第5回セミナートレイン「東京の地下鉄探
十和田観光電鉄廃止（4.1）
（平成24年） 検」開催（3.24）
国土交通省鉄道局・観光庁主催「地域鉄
道の再生・活性化等研究会」委員として 長野電鉄屋代線廃止（4.1）
原専務理事参画（4～）
九州新幹線（武雄温泉・長崎間）着
定時社員総会（6.9）
工（8.18）
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ecotran 年 史
参 考 事 項
2012年
第4回地域鉄道フォーラム「全国公募鉄道 北陸新幹線（金沢・敦賀間）着工
（平成24年） 社長サミット in 東京」開催（6.9）
（8.19）
全国公募鉄道社長in東京開催記念6社入場 北海道新幹線（新函館・札幌間）着
券セット発売（6.9～）
工（8.25）
会報『地域交通を考える』第4号を発刊 東京駅丸の内駅舎保存復原完成
（11.30）
（10.1）
衆院選で自民党・公明党が圧勝し、政権交
代（12.16）
復興庁発足（2.10）
東京スカイツリー開業（5.22）
山中伸弥氏がノーベル生理学・医学賞を受
賞
オリンピック（ロンドン）開催（7.27～
8.12）

2013年
定時社員総会（6.8）
（平成25年）

新石垣空港開港（3.7）

東京メトロ副都心線と東急東横線・
第5回地域鉄道フォーラム「鉄道事業の再
みなとみらい線相互直通運転開始
生・活性化にむけて」開催（6.8）
（3.16）
Facebook開設（6.8）
JRオレンジカード発売終了（4.1）
第3回鉄道茶論「千葉の鉄道119年目」
交通系ICカード全国相互利用開始
（7.27）
（3.23）
地域鉄道の再生・活性化等研究会報
津軽鉄道応援者の集い（7.6）
告書「観光とみんなで支える地域鉄
道」発表（6）
当法人設立時主賓の慶應義塾大学名誉教
授藤井彌太郎先生逝去、享年79歳
交通政策基本法公布（12.4）
（10.30）
第4回鉄道茶論「湊線の歴史を語る会」の
開催（11.16）
「鉄道は、地域の架け橋です」パンフ
レット作成（11）
会報『地域交通を考える』第5号を発刊
（11.25）
2014年
第1回地域鉄道技術安全懇話会の開催
（平成26年） （3.27）
定時社員総会（6.8）
第6回地域鉄道フォーラム「女性の視点で
語る鉄道の魅力・その活性化」開催
（6.8）
会報『地域交通を考える』第6号を発刊
(11.25)

2020年夏季オリンピック・パラリンピック
開催地が東京に決定（9.7）

JR東日本岩泉線廃止（4.1）
三陸鉄道全線運行再開（4.6）
JR北海道江差線（木古内・江差間）
廃止（5.12）
中央新幹線（品川・名古屋間）着工
（12.17）
消費税率5％から8％へ引上げ(4.1)
御嶽山噴火（9.27）
広島土砂災害（8.20）
ノーベル物理学賞受賞者に赤崎勇氏・天野
浩氏・中村修二氏の3人が受賞
冬季オリンピック（ソチ）開催（2.7～
23）

2015年
ひたちなか海浜鉄道湊線百年史発行
（平成27年） （4.1）
HPアドレスをhttp://ecotran.org/から
http://ecotran.or.jp/に変更(5.1)
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交通政策基本計画閣議決定(2.13)
上野東京ライン開業(3.14)
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ecotran 年 史
2015年
定時社員総会（6.13）
（平成27年）
第7回地域鉄道フォーラム「暮らしと鉄
道」－使いやすく安心安全な地域鉄道を
目指して－開催（6.13）
第2回地域鉄道技術安全懇話会の開催
（9.31）

参 考 事 項
北陸新幹線（長野・金沢間）開業
（3.14）
富山地方鉄道市内循環線開業
（3.14）
IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄
道、えちごトキめき鉄道開業
（3.14）

第6回セミナートレイン「デハ101を語
四日市あすなろう鉄道開業（4.1）
る」開催（9.19）
「鉄道は地域の架け橋です」パンフレッ
仙台市地下鉄東西線開業（12.6）
ト改定版作成（11）
会報『地域交通を考える』第7号を発刊
札幌市循環線開業（12.20）
（11.25）
書泉グランデで会報販売開始

2016年
定時社員総会（6.11）
（平成28年）
（第8回）地域鉄道フォーラム2016「地域
鉄道の価値を考える」開催（6.11）
千葉市稲毛区より東京都中央区に仮移転
（7.1）
第3回地域鉄道技術安全懇話会の開催
（8.6）

大村智氏がノーベル生理学・医学賞、梶田
隆章氏がノーベル物理学賞受賞
成田空港LCCターミナル開業（4.8）

阪堺電気軌道上町線（住吉・住吉公
園間）廃止（1.31）
JR北海道江差線（木古内・五稜郭）
廃止（3.25）
北海道新幹線（新青森・新函館北斗
間）開業（3.26）
道南いさりび鉄道開業（3.26）

東京都中央区に移転（9.1）

交通政策審議会答申第198号「東京圏
における今後の都市鉄道のあり方に
ついて」（4.20）

会報『地域交通を考える』第8号を発刊
（11.25）

JR九州完全民営化（10.25）
JR北海道留萌線（留萌・増毛間）廃
止（12.5）
熊本地震(4.14)
大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞受賞
オリンピック（リオデジャネイロ）開催
（8.5～21）

2017年
定時社員総会（6.10）
（平成29年）
（第9回）地域鉄道フォーラム2017「写真
と詩で伝える鉄道の魅力」開催（6.10）
（第1回）鉄道写真詩コンテスト2017開催
（7.1～）
法律相談窓口設置に係るアンケート実施
（9）
「鉄道は地域の架け橋です」パンフレッ
ト改定版作成（9）
米屋こうじ＆水無田気流トークステージ
を開催（11.23）
会報『地域交通を考える』第9号を発刊
（11.25）
会報を書泉グランデに加えて国土交通省
地下一階島田書店での委託販売を開始
2018年鉄道写真詩カレンダー公開
（12.12）
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JR西日本可部線（可部・あき亀山
間）開業（3.4）
西武鉄道安比奈線（南大塚・安比奈
間）廃止（4.1）
東武鉄道SL運転開始（8.10）
7月九州北部豪雨（7.5～6）
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ecotran 年 史
2018年
第4回地域鉄道技術安全懇話会の開催
（平成30年） （2.28）
定時社員総会（6.9）
（第10回）地域鉄道フォーラム2018「鉄
道と音楽」開催（6.9）
（第2回）鉄道写真詩コンテスト2018開催
（7.1～）
当法人設立時に祝電をいただいた近畿大
学名誉教授斎藤峻彦先生逝去、享年75歳
（9.8）
米屋こうじ＆水無田気流トークステージ
を開催（11.7）
第7回セミナー・トレイン「鈴木商店と鉄
道」開催（8.20）
「鉄道は地域の架け橋です」パンフレッ
ト改定版作成（9）
会報『地域交通を考える』第10号を発刊
（11.25）
2019年鉄道写真詩カレンダー公開
（12.18）

参 考 事 項
JR西日本三江線（江津・三次間）廃
止（4.1）
関西電力トロリーバス（扇沢・黒部
ダム間）廃止（12.1）

本庶佑氏

ノーベル生理学・医学賞受賞

西日本7月豪雨
北海道胆振東部地震（9.6）
冬季オリンピック（平昌）開催（2.9～
25）

2019年
HPの常時SSL化を行うこれによりアドレス
三陸鉄道リアス線開業（3.23）
（平成31年） はhttps://ecotran.or.jp/と変更
日本一長い第三セクター鉄道誕生
（令和元年） （1.15）
中央区環境情報センターの環境活動登録 太平洋石炭販売輸送臨港線（春採・
団体となる(2.7)
知人間）休止（4.1）
東北かけはしプロジェクト「トレイン
JR北海道石勝線夕張支線（新夕張・
フェスタ」協力(3.2～3）
夕張間）廃止（4.1）
第8回セミナートレイン「路面電車のある
東京都上野懸垂線休止（11.1）
街・豊橋」開催（3.9）
鉄道ジャーナル誌「ecotran通信」9月号
（通巻635号）をもって掲載終了。10年に 相鉄・JR直通線開業（11.30）
わたり、200回の連載。
定時社員総会（6.8）
（第11回）地域鉄道フォーラム2019「鉄 改元（5.1）
道と映画」開催（6.8）
（第3回）鉄道写真詩コンテスト2019開催
G20大阪サミット開催（6.28-29）
（7.1～）
原代表理事が日本鉄道賞表彰選考委員会 ラグビーワールドカップ2019日本大会開催
（9.8～11.2）
委員に就任（9.11）
環境活動フェス2019出展（11.2～11.4） 台風（15号・19号）災害続く
会報『地域交通を考える』第11号を発刊
（11.25）
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本誌は、ホームページ（https://ecotran.or.jp/）と連携してお
ります。
連携ページには、ホームページの QR コードを掲載しています。
この QR コードをスマーフォン等で読み取りご覧ください。
ホームページでは本誌の電子版もご覧いただけます。

電子版はこちら
https://ecotran.or.jp/10th/
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