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<%Name%> 様
鉄道をはじめ様々な交通に関する諸情報「ecotranからのお知らせ」です。
過去のお知らせは以下でご覧いただけます。
https://ecotran.or.jp/act/info/info.html
--------------------------------------------------------------------☆省エネ環境フォーラム２０２０が開催されます
--------------------------------------------------------------------九州運輸局主催の省エネ環境フォーラム２０２０が開催されます。
○日 時 令和２年１月２２日（水）１４：００～１６：００
○場 所 西鉄グランドホテル（福岡市中央区大名２－６－６０）
○定 員 ７０名（申込先着順）※1月21日（火）17時まで申込みください
○参加料 無料（どなたでも参加できます）
[省エネ環境フォーラム２０２０]
〇基調講演
「環境にやさしい交通によるにぎわいのあるまちづくり」
講師 大分市副市長 桑田 龍太郎 氏
[交通政策表彰式]
〇地域公共交通部門
・久山町イコバスの取組（福岡県糟屋郡久山町）
「久山町地域公共交通活性化協議会」
・都城市庄内ふれあい号の取組（宮崎県都城市）
「庄内地区まちづくり協議会」、「都城市」
〇環境保全部門
・「福岡運輸株式会社」（福岡県福岡市）
・「株式会社大島造船所」（長崎県西海市）
・「北九州市」（福岡県北九州市）
〇交通バリアフリー部門
・「公益財団法人九州盲導犬協会」（福岡県糸島市）
詳しくは、http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000156050.pdf
--------------------------------------------------------------------☆「鉄道コンテナ利用促進セミナーｉｎ鹿児島」が開催されます
--------------------------------------------------------------------九州運輸局・日本貨物鉄道株式会社九州支社との共催により、鉄道モーダルシフトの推進を目的
として「鉄道コンテナ利用促進セミナー」が開催されます。
○日時：令和２年１月３０日（木） １３：３０～１６：３０
○場所：座学会場 ：鹿児島港湾合同庁舎 ５階会議室
①座学
・物流効率化に向けた政府の対応と取組事例について （九州運輸局）
内容：物流効率化に向けた国の施策・取組事例、鉄道輸送のシミュレーション結果 等
・鉄道コンテナ輸送の概要について （ＪＲ貨物）
内容：「リードタイム」などの情報、「おためしキャンペーン」 等
②見学会
・鉄道コンテナ施設等見学
内容：12fｔドライコンテナや冷蔵コンテナの構造・性能に関する説明、
トップリフターを使用した荷役の実演 等
③質疑応答
・国の施策、取組事例について （九州運輸局）
・鉄道コンテナ輸送について （ＪＲ貨物）
例：利用する際の個数・期間の単位は？
ネットワークはどういったところがあるのか？ 等
令和２年１月２４日（金）
※ただし、定員になり次第締切とさせていただきます。
○定員：40名
○申込締切：令和２年１月２４日（金）
詳しくは、http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000154847.pdf
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--------------------------------------------------------------------地域公共交通活性化シンポジウム
--------------------------------------------------------------------近畿運輸局主催の「地域公共交通活性化シンポジウム」が開催されます。
○日 時： 令和 2 年 1 月 3１日（金）13 時 30 分～16 時 30 分
○会 場： 大阪歴史博物館講堂（４階） ※大阪市中央区大手前４－１－３２
○定 員： ２００名（先着受付順） ※参加費無料
○プログラム
講 演 「公共交通の維持を目指した社会的インパクト評価の活用（仮）」
富山大学 都市デザイン学部 都市・交通デザイン学科准教授 猪井 博登 氏
事例紹介① 「町内の大学や隣接自治体との連携による地域公共交通対策」
兵庫県福崎町 まちづくり課 都市計画係長 藤田 裕文 氏
事例紹介② 「大津市版自動運転＋MaaS 実証実験を通じた官民「One Team」での地域活性化へ
の挑戦」
大津市未来まちづくり部交通戦略室 主任 長谷川 祐介 氏
「次世代モビリティ 2020 年実用化を目指した取り組み」
京阪バス㈱ ICT 推進部 主任 大久保 園明 氏
事例紹介③ 「外国人観光客も利用しやすい二次交通の実現に向けて」
和歌山県 商工観光労働部 観光交流課 主査 古川 龍二 氏
㈱ヤタガラスプロジェクツ 代表取締役 池田 大志 氏
質疑応答 進行：猪井 博登 氏 、 回答者：講演者 各位
詳しくは、http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/1pdf20-211.pdf
--------------------------------------------------------------------自動車運送事業における女性活躍セミナーが開催されます
--------------------------------------------------------------------中部運輸局・愛知労働局・愛知主催の「自動車運送事業における女性活躍セミナー」が開催され
ます。
近年、自動車運送事業運転者の有効求人倍率が過去最大となるなど、運転者不足が深刻化してお
り、このままでは安定的な輸送サービスの提供が困難となるのは勿論のこと、輸送の安全・安心
が脅かされるなど、国民生活に多大な影響を及ぼすことが懸念されます。
こうした状況を踏まえ、中部運輸局では、将来の担い手として期待される女性など多様な人材の
確保に向け、愛知労働局及び愛知県との共催により“自動車運送事業における女性活躍セミナー
”を開催します。
○日 時： 令和２年２月５日(水) １４時００分 ～ １７時００分（１３時３０分受付開始）
○場 所： 東建ホール丸の内（愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１番３３号 東建本社丸の内ビ
ル３階）
○内 容
①基 調 講 演（船井総研ロジ株式会社 志宇知咲氏）
②特 別 講 演（国際レーシングドライバー 井原慶子氏）
③好事例紹介（稲沢運輸株式会社 代表取締役 竹市五倫氏）
④トークセッション
○定 員： ２００名（定員になり次第締切）
○参加費： 無 料
詳しくは、https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2020010601.pdf
--------------------------------------------------------------------☆10年史電磁版公開中
--------------------------------------------------------------------一般社団法人交通環境整備ネットワーク10年史の電磁版を公開しています。
こちらからどうぞ、https://ecotran.or.jp/10th/index.html
--------------------------------------------------------------------☆鉄道関係等諸情報をお送りします
--------------------------------------------------------------------○熊本バス５社 共同経営…２１年度にも 過疎地の路線維持目的
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20191229-OYT1T50045/
○三陸鉄道 新人運転士に免許証
https://news.ibc.co.jp/item_38346.html
○石破茂、前原誠司に続け… 公明党が企んだ“鉄道マニア”取り込み戦略の迷走
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/01141102/?all=1
○あいの風とやま鉄道 富山～東富山間の新駅着工
http://www.news24.jp/nnn/news16311633.html
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○運転士も顔負け！？鉄道の自動運転
https://this.kiji.is/587837141906883681?c=39546741839462401
○乗務するのは誰だ? JRが挑む｢自動運転｣の成否
https://toyokeizai.net/articles/-/323973
○故真島さん撮影の鉄道風景 長浜で写真展
https://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20200114/CK2020011402000009.html
○駅や電車内であるある「迷惑行為」‐‐あなたが許せないと思う行為は？
https://getnavi.jp/vehicles/461659/
○湘南モノレール開業50周年の道のりをたどる - 当時の写真とともに
https://news.mynavi.jp/article/20200113-shonanmonorail/
○横浜の米軍跡地に新交通システム案 相鉄・瀬谷駅と結ぶ
https://www.asahi.com/articles/ASN1942WPN19ULOB005.html
○JR九州、完全民営化で鉄道事業が“副業化”…赤字なら「鉄道撤退」も選択肢に
https://biz-journal.jp/2020/01/post_136196.html
○鉄道が導く「都市と国土のイノベーション」1
https://nikkan-spa.jp/plus/1634167
○鉄道が導く「都市と国土のイノベーション」2
https://nikkan-spa.jp/plus/1634610
○鉄道が導く「都市と国土のイノベーション」3
https://nikkan-spa.jp/plus/1637199
○どうなる新幹線長崎ルート 国土交通省鉄道局長単独インタビュー
https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2020011001756
○電車の音にはリラックス効果があると判明！名鉄電車の音で制作したリラックスミュージック
で、受験生を応援！「Rail Yell/Relaxing Rhythm for Study」1月9日(木)より公開！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000052562.html
○【2020年の鉄道】JRと地下鉄で新駅が誕生、常磐線は全面復旧 地方は廃線相次ぐ
https://news.yahoo.co.jp/byline/kobayashitakuya/20200107-00157942/
○今年の鉄道業界､注目すべきトピックはこれだ
https://toyokeizai.net/articles/-/322378
○駅のホームドア「設置格差」の現実、鉄道の安全もカネ次第!?
https://diamond.jp/articles/-/225141
○運休続く登山鉄道 「ふるさと納税」で箱根を救え
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000173081.html
○年末年始 鉄道・航空・高速道路 いずれも利用者増
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012236741000.html
○宮本常一が撮った風景 広島の鉄道沿線など
https://www.yomiuri.co.jp/local/yamaguchi/news/20200110-OYTNT50069/
○「メバルねぷた」売れてます 津軽鉄機関士が制作 「中泊土産に」期待
https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20200109-OYTNT50049/
○欧州は「グレタ税」で航空券が値上がり 鉄道を活用してお得に欧州旅行
https://media.moneyforward.com/articles/4188
○新幹線だけど在来線､｢博多南線｣どんな路線?
https://toyokeizai.net/articles/-/323480
○春に激減､5時間以上走る長距離列車ランキング
https://toyokeizai.net/articles/-/323168
○｢ハイブリッド列車｣運転免許は電車か気動車か
https://toyokeizai.net/articles/-/323462
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