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 一般社団法人交通環境整備ネットワークの 5 期目となった 2013 年度は、地域と鉄道の一層の結びつきが

必要との認識のもと、交通環境の調査研究を進めると共に地域鉄道フォーラム、鉄道茶論の開催、イベント

への後援等を行なってきました。 

 詳細については以下のとおりです。 

 

１．交通環境の調査研究 
 

 地域の交通に関する諸情報を収集するとともに以下の調査研究を公表しました。 

1. 整備新幹線をめぐる話題（その２）：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.04〕p110～113 

2. 東京の地下鉄一元化の動き：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.05〕p109～113 

3. カメラが撮らえた千葉県の昭和：向後功作 中経出版 〔'13.05〕p241～p247 

4. 東横線・副都心直通と渋谷開発：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.06〕p102～106 

5. 東横線・副都心直通化の影響：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.07〕p111～113 

6. 地域鉄道フォーラム第5回開催：原 潔 交通公論〔'13.07〕p38～48 

7. 平成25年3月期JR各社の決算：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.08〕p172～176 

8. 「アイデア満載のフラワー長井線」：野村浩志 月刊「地域づくり」8月号（第290号） 

9. 「新しいローカル線の使い方を」：鳥塚 亮 月刊「地域づくり」8月号（第290号） 

10. 地域鉄道の再生・活性化に向けて地域鉄道フォーラム開催される：原 潔 鉄道ジャーナル

〔'13.09〕p168～176 

11. 平成24年度（平成25年3月期）大手民鉄決算佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.10〕p170～177 

12. 平成25年3月期東京地下鉄/地下鉄直通三セク決算：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.11〕p110

～113 

13. お福分け：矢ケ崎紀子 地域交通を考える5〔'13.11〕p2～3 

14. 十和田観光電鉄線の鉄道代替バスへの移行について：栁下 浩 地域交通を考える 5〔'12.11〕

p4～15 

15. ローカル鉄道・地域づくり大学：入江聡 地域交通を考える5〔'13.11〕p16～30 

16. ベトナム首都ハノイ・地方都市交通事情点景：五関一博 地域交通を考える5〔'13.11〕p31～41 

17. 鉄道法律相談―危険への接近―：小島好己 地域交通を考える5〔'13.11〕p42～44 

18. 地域鉄道フォーラム講演録 地域交通を考える5〔'13.11〕p45～76 

19. 平成26年度予算「概算要求：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'13.12〕p154～156 

20. 鉄道会社の経営：佐藤信之 中公新書〔'13.12〕 

21. J R北海道の問題と「国鉄改革：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'14.01〕p108～111 

22. 消費税率の引き上げに伴う運賃改定：佐藤信之 鉄道ジャーナル〔'14.03〕p109～111 

 

 

２．交通環境の整備及びその活動に対する支援協力 
 

（１）主催活動 

1. 国土交通省鉄道局後援 第 5回地域鉄道フォーラム－鉄道事業の再生・活性化にむけて－ の開

催 

国土交通省鉄道局後援・第三セクター鉄道等協議会後援 

期日：平成25年6月8日（土）13時00分～15時15分 

場所：東武博物館 参加者：169名 

・開会の辞  一般社団法人交通環境整備ネットワーク代表理事 佐藤信之  

・来賓挨拶  国土交通省鉄道局鉄道事業課長 高原修司 氏 

・講 演  

 「地域鉄道の再生・活性化の事例から学ぶ」首都大学東京 観光科学域特任准教授 矢ケ崎紀

子 氏 

 「地域と共に歩む鉄道をめざして」ひたちなか海浜鉄道株式会社 社長 吉田千秋 氏 
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2. 鉄道茶論 ―津軽鉄道応援者の集い―の開催 

期日：平成25年7月6日（土）18時00分～20時00分 

場所：喫茶ルノアール四谷店  

参加者：29名 

 

3. 鉄道茶論「千葉の鉄道119年目」の開催 

期日：平成25年7月27日（土）15時00分～17時00分 

場所：Lounge & cafe Aka-Tomboリカープラザ3階 

参加者：17名 

座談会（敬称略） 

鉄道史研究家     白土貞夫 

元千葉鉄道管理局   金子幸雄 

交通評論家      佐藤信之 

 

4. 鉄道茶論「湊線の歴史を語る会」の開催 

期 日：平成25年11月16日（土）14時00分～17時00 

場 所：：ホテルニュー白亜紀（茨城県ひたちなか市磯崎町4604） 

参加者：26名 

話題提供（敬称略） 

交通評論家      佐藤信之 

ひたちなか海浜鉄道危機管理室長  北見延久 

元ひたちなか海浜鉄道駅長     柏昭太郎 

 

5. 地域鉄道技術安全懇話会の開催 

期 日：平成26年3月27日（土）15時00分～20時00 

場 所：：船橋商工会議所 

参加者：9名 

 地域鉄道においては、技術面での人的資源が限られた中で、車両や設備等の老朽化に伴って、

その維持、修繕、更新が大きな課題となっています。 

 そこで、一般社団法人交通環境整備ネットワークにおいては、地域鉄道の技術面、安全面の確

保向上のために、直面する技術課題と対策について、本音で忌憚なく語り合い、その情報を共有

できる場として、地域鉄道技術安全懇話会を設置しました。 

 土木・電気・運転・車両の専門家と地域鉄道実務者・経験者等が一堂に会し、時宜に応じたテ

ーマを論じていくこととしています。 

 

（２）後援・協力、参加等の活動 

後援・協力 

1. 由利高原鉄道主催「第 2回由利高原鉄道検定試験」後援 平成 25年 6月 12 日~平成 25年 8月

25日 

2. 全国高校生地方鉄道交流会実行委員会主催「第 2 回全国高校生地方鉄道交流会」後援 平成 25

年6月17日~平成25年8月7日 

3. 全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会主催「第5回全国高等学校模型コンテスト」後援 平

成25年7月1日~平成25年8月24日 

4. 東北福祉大学鉄道交流ステーション主催第19回企画展「イベント列車・ユニーク列車」後援 平

成25年6月30日~平成25年11月3日 

5. ひたちなか海浜鉄道主催「ローカル鉄道・地域づくり大学」後援 平成25年7月8日～平成25

年9月1日 

6. 東北福祉大学鉄道交流ステーション主催第 20 回企画展「宮城の私鉄を追いかけて―亀谷英輝の
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コレクションから―」後援 平成25年11月18日~平成26年3月1日 

7. なすてつ那須＆東北トラベルプロジェクト主催「県北発！市町の枠を超えて鉄道で地域を盛り上

げよう！」後援 平成25年11月11日～平成25年12月4日 

8. 千葉モノレールアートプロジェクト実行委員会主催「第1回千葉モノレールアートプロジェクト」

後援 平成25年11月23日～平成25年12月22日 

 

参加・講演等 

1. 国土交通省鉄道局・観光庁主催の「地域鉄道の再生・活性化等研究会」に委員として参加：原潔 

2. 政策分析ネットワーク 第15回政策メッセのコミュニティ交通シンポジウム W・S 講師：向後

功作（平成25年5月18日） 

3. 放送大学千葉学習センター「地域生活文化満載の銚子電鉄の創世」講師：向後功作（平成25年6

月8日） 

4. NPO 法人全国鉄道利用者会議総会｢地域コミュニティの復興と鉄道｣パネラー：向後功作・田中 

人（平成25年6月29日） 

5. 鉄道模型コンテスト 2013 においてトークショー並びに講演：鳥塚亮・春田啓郎・大澤雅章（平

成25年8月23日・24日） 

6. 第1回ローカル鉄道・地域づくり大学開学記念「ローカル鉄道サミット」においてパネラー：吉

田千秋・春田啓郎・向後功作（平成25年8月24日） 

7. 国土交通大学校「地域鉄道再生のための上下分離手法」講師：原潔（平成25年10月30日） 

8. 一般社団法人千葉県建築士協会主催「ローカル鉄道とまちづくり」講師：向後功作（平成 25 年

11月1日） 

9. 国土交通省関東運輸局・鉄道運輸機構共催の鉄道の日記念講演会「地域鉄道と沿線地域の活性化

に向けて」講演：鳥塚 亮・吉田千秋（平成25年11月26日）  

10. 株式会社ライトレール主催交通ビジネス塾「地域鉄道再生へのアプローチ～地域連携のキーマン

としての役割～」講師：向後功作（平成25年12月3日） 

11. 「第 1 回なすてつ」において、「鉄道でまちも元気に－ひたちなか市の取り組み－」講演：吉田

千秋・プロデュース：小島好己（平成25年12月4 日） 

12. 日本交通政策研究会定例会参加：佐藤信之・吉田千秋・原田貢彰（平成25年12月5日） 

13. 公益社団法人千葉県観光物産協会主催観光人材育成支援講座「観光資源の横断的活用を目指す銚

子の取り組み」講師：向後功作（平成25年12月18日） 

14. 雷都レールとちぎ主催講演会「鉄道でまちも元気に～ひたちなか市の取り組み～」講演：吉田千

秋（平成25年12月14 日） 

15. 公益財団法人交通協力会主催の交通シンポジウム「地域再生と鉄道一地方都市の活性化に向け

て」パネリスト：吉田千秋（平成26年2月24日） 

 

３．収益事業 
 以下の収益事業を実施しました。 

（１）地域鉄道支援事業 

地域鉄道支援事業においては、地域鉄道支援のパンフレットを作成し、地域鉄道支援の必要性を広く

広報しました。 

（２）調査出版事業 

津軽鉄道小史の継続頒布と広島電鉄 100年史の残整理を行うとともに、ひたちなか海浜鉄道湊線１００

年の歩み編纂のための調査に着手しました。 
 

４．交通環境にかかる提言、出版並びに情報発信 
（１）インターネットによる情報発信 

①ホームページ 

 インターネットサイト http://www.ecotran.org を使って法人運営に関しての告知と地域交通に関す

る情報の提供を行いました。 
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②メールによる鉄道関係情報等の配信  

 鉄道関係諸情報を収集するとともに会員あてメールで配信を行いました。 

 

（２）会報の発行 

交通環境の調査研究論文のほか地域鉄道の諸情報をまとめた会報「地域鉄道を考える」第 5号を平成 25

年11月に発行しました。 

 

（３）鉄道ジャーナル誌に法人活動等を掲載 

当法人並びに会員の活動を紹介する「ＥＣＯＴＲＡＮ通信」を毎月鉄道ジャーナル誌に掲載しました。 

 

５．法人のうごき 
 

（１）定時社員総会 

日時   平成 25年 6月8日（土） 11時～12時 

場所  東武博物館ホール 

出席者及び委任状及び賛成議決個数 69個（総社員数116）  

報告承認事項 

     2012年度事業報告の件 

     2012年度決算報告の件 

     2013年度事業計画の件 

     2013年度収支予算書の件 

 事務局からそれぞれの内容を説明し、2012年度事業報告及び 2012年度決算報告については、唐

崎監事から正しく事実と認める旨の監査結果報告の後、会場に一括承認を願ったところ、満場一

致で承認がされました。 

 

決議事項 

     理事選任の件 

     任期満了並びに1名追加の理事候補者７名の選任について、満場一致で理事の選任が決議されま

した。 

     理事：佐藤信之、原潔、向後功作、吉田千秋、齋藤実、田中人、藤本昌弘（追加） 

     監事選任の件 

     監事候補者について、会場に諮ったところ、満場一致で監事就任が決議されました。 

     監事：小島好己 

（２）理事会 

①平成 25年 6月 8日（土） 

代表理事及び業務執行理事を選定 

  代表理事：佐藤信之、業務執行理事：佐藤信之、原潔（専務理事）、向後功作（常務理事）、吉

田千秋（常務理事） 

②平成 25年 10月 30日（水） 

会報の作成、地域鉄道支援事業パンフレットの作成、イベントの開催について、ほか 

③平成 26年 2月 21日（金） 

湊線 100年史の作成、総会・地域鉄道フォーラム開催、2013年度決算見込み、ほか 

 

（３）会員数 

      平成25年3月31日現在 

             会員数  １２６名 
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会費の納入のお願い 

平成26年度（平成26年4月~平成27年3月）会費２，０００円を、次の口座まで納入をお願

いします。 

      郵便振替 

       口座番号 ００１７０－６－５４６３９８ 

       口座名称(漢字) 一般社団法人 交通環境整備ネットワーク 

       口座名称(カナ) シヤ）コウツウカンキョウセイビネットワーク    

 

銀行等からお振込みされる場合は、次にお願いします。 

 ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店（０１９）当座 ０５４６３９８ 

 

 




