


はじめに

日本鉄道保存協会が設立されて、今年で15年を迎えます。

この間、多くの皆さまのご支援・ご協力のもと微力ではございま

すが、活動をつづけてまいりました。現在、加盟団体は26を数え、

より一層の広がりをみせております。

最近では、歴史的車両の動態保存や静態保存が全国各地で推進さ

れ、広く一般の皆さんの関心を集めつつあります。また、歴史的車

両のみならず、駅舎・橋梁・隧道などの鉄道遺産を地域活性化の核

として保存・活用している事例も多く見られるようになってきまし

た。

これら我が国が誇る歴史的鉄道遺産を近代化遺産と位置づけ、私

たちの大切な宝物として後世に伝え残していきましょう。
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日本鉄道保存協会 平成17年度総会次第

〔日時〕平成17年 10月 7 日（金） 15時15分～ 18時30分

〔開催地〕 北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場、他

1. あいさつ

開催地団体 北海道旅客鉄道株式会社運輸部 部長 横井洋裕

代表幹事団体財団法人日本ナショナルトラスト 事務局長米山淳一

顧問 英文学者 小池滋

2. 出席者の紹介（加盟団体は簡単な近況報告も含めて）

3. 議事

①新加盟の承認について

〔賛助会員〕

株式会社 JTB パブリッ シング

②平成16年度事業報告

〔平成17年 4 月 8 日〕

a．総会の開催〔平成16年 9 月 10 日 九州旅客鉄道卸「門司港駅舎」〕

b．歴史的鉄道車両の保存活用についてのコンサルティング

C. 会報の発行

d. マスコミなどを通じての広報活軌

e．会員及び賛助会員の拡充

f. その他

④平成16年度収支報告について

⑤平成16年度会計監査報告について

⑥平成17年度事業計画（案）

a．総会の開催 〔平成17年 10月 7 日 北海道旅客鉄道卸・苗穂工場、他〕

b．歴史的鉄道車両の保存活用についてのコ ンサルティ ン グ

C. 会報の発行

d．マスコミなどを通じての広報活動

e．会員及び賛助会員の拡充

f. その他

⑦平成17年度収支予算（案）について

⑧次回開催地について

⑨その他
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4. 意見交換会

基調講演 「これからの鉄道保存」

財団法人交通文化振興財団 理事長菅 建彦

取り組み発表 北海道旅客鉄道卸運輸部運用車両課 課員 岡島公紀

問題提起 「鉄道を保存するということ」

産業考古学会 理事 堤 一郎

バネルディスカッシ 3 、J 「鉄道保存の将来を考える」

パネ，）スト 遠軽町（旧丸瀬布町）

三笠市

北海道旅客鉄道昧

ほべつ銀河鉄道の里づくり委員会

小樽交通記念館

Jーディネーター （財） 日本ナ沿ナルトうスト 事務局長米山 淳一

Jメンテーター 産業考古学会 理事 堤 一郎

総括 日本鉄道鉄道保存協会 顧問 小池滋
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［平成17年度総会出席者］

●顧問 (1名）

英文学者

●加盟団体(19名）

遠軽町
遠軽町
三笠市

北海道旅客鉄道株式会社

北海道旅客鉄道株式会社
北海道旅客鉄道株式会社
北海道旅客鉄道株式会社
ほべつ銀河鉄道の里づくり委員会

丸瀬布総合支所産業課長
丸瀬布総合支所産業課商工観光係長

商工観光課長
鉄道事業本部運輸部長

運輸部運用車両課グループリーダー

運輸部運用車両課主席

運輸部運用車両課課員
ィ＝貝= 

小樽交通記念館［株式会社小樽交通記念館］学芸員

磐越西線SL運行推進協議会
ウェスタン村［大高企業株式会社］

真岡線SL運行協議会
日本工業大学
西武鉄道株式会社

財団法人東日本鉄道文化財団
財団法人東日本鉄道文化財団
財団法人東武鉄道共助会［東武博物館］

財団法人交通文化振興財団［交通博物館］

財団法人日本ナショナルトラスト
財団法人日本ナショナルトラスト
上松町

虹の郷［財団法人伊豆市振興公社］
大井川鐵道株式会社

東海旅客鉄道株式会社

博物館明治村［財団法人明治村］

西日本旅客鉄道株式会社
加悦SL広場［カヤ興産株式会社］

ふるさと鉄道保存協会
馬路村［やなせ森林鉄道運営委員会］

山口線SL運行対策協議会
九朴1旅客鉄道株式会社
屋久町

●賛助会員 (8名）

株式会社ネコ・パブリッシング

株式会社鉄道ジャーナル社

株式会社JTBパブリッシング

株式会社JTBパブリッシング

有限会社鉄道フォーラム

有限会社鉄道フォーラム

有限会社鉄道フォーラム

有限会社鉄道フォーラム

●オブザーバー (21名 ）

西武鉄道株式会社

西武鉄道株式会社

加悦町観光協会

学芸員・講師

事業部長

鉄道博物館プロジェクト部主任

理事長

事務局長

運輸担当係長

車両部管理課長代理

管理部

総務部広報課主席

Rail Magazine編集長

代表取締役

企画編集部編集長

宿泊情報編集部編集長

代表取締役

スタッフ

スタッフ

スタッフ

レジャー事業部長

工務部建設事務所主任

事務局長
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小池滋

高橋秀視
小山信芳

杉渕則幸

横井洋裕

黒田
9-

旦プE

有倉孝俊
岡島公紀
高橋健一

佐藤卓司
（欠席）

（欠席）
（欠席）
丹治明
（欠席）

石川晃

五十嵐憲一
（欠席）
# 呂 建彦
米山淳一

松本恵子
（欠席）
（欠席）

石） 11 寛之

大井孝弘

（欠席）
（欠席）

柴田万喜也
（欠席）

（欠席）

（欠席）

城戸洋平

（欠席）

名取紀之

竹島紀元

大野雅弘

河合桃子

伊藤博康

堀内聡

佐藤正樹

菊池義和

西尾恵介

内田正樹

篠崎隆



産業考古学会 理事 堤 一郎

北海道産業考古学会 会長 山田 大隆

大阪産業大学 講師 上川 庄二郎

四国旅客鉄道株式会社 営業部営業企画課長 加藤圭哉

西条市役所企画経済部 次長 藤本純一

碓氷峠鉄道文化むら 常務理事（館長） 櫻井正一

碓氷峠鉄道文化むら 指導機関士 土屋幸正

D51保存会 代表 大日方孝仁

株式会社ヤマジ 代表取締役 山田 建典

三菱大夕張鉄道保存会 ノ＝貝= 奥山道紀

釧路臨港鉄道の会 入云貝= 星 匠

NHK室蘭放送局放送部 報道カメラマン 黒田雅仁

財団法人日本ナショナルトラスト 会員 ・ トラベルライター 白川 淳

財団法人日本ナショナルトラスト ム＝貝= 山崎幸一

財団法人日本ナショナルトラスト ェム貝ー 織田 秀次
財団法人日本ナショナルトラスト ム＝環= 織田 佳子
財団法人日本ナショナルトラスト ム工ミ貝= 長野光芳
財団法人日本ナショナルトラスト ノ＝貝=:9 阪本伸彦
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日本鉄道保存協会規約

（名称）

第 1 条 この会の名称は日本鉄道保存協会（以下「協会」という）とする。

（目的）

第 2 条 協会は、歴史的鉄道車両を動態及び静態保存している団体が集い、相互に情報を交

換し、将来にわたる保存・活用を推進することを目的とする。

（会員）

第 3 条 協会は、正会員たる加盟団体および賛助会員をもって構成する。

（会議）

第 4 条

1. 協会の会議は総会および幹事会とする。

2. 総会は年 1 回開催するものとし、必要のつど臨時に開催することができる。

（役員団体）

第 5 条

l. 協会に代表幹事団体 1 団体、幹事団体 2 団体、会計監事団体 2 団体を置く。

2. 代表幹事団体、幹事団体、会計監事団体は、加盟団体の互選により選出する。

3. 代表幹事団体は、協会を代表し会務を総理する。

幹事団体は、総会その他会務の執行に関する重要事項を協議する。会計監事団体は、

協会の会計を監査する。

4. 役員団体の任期は 2 年とし、重任を妨げない。

（顧問）

第 6 条 協会に顧問を置く。顧問は、総会において代表幹事団体が推薦し、任期は 2 年とし、

重任を妨げない。

（事務局）

第 7 条 協会の事務局は、代表幹事団体に置く。

（会費）

第 8 条

l. 協会の経費は、正会員、賛助会員が拠出する会費、および寄付金により賄う 。

2. 年会費の額は、正会員 12,000 円、賛助会員 12,000 円 (1 口）とする。
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3. 会計年度は、 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

（規約の改正）

第 9 条 この規約の改正は、総会の議決によらなければならない。

付則 この規約は、平成 3 年 4 月 1 日から施行する。

総会の運営方法

原則として加盟団体の輪番制とし、開催に際しては、代表幹事団体及び幹事団体ならびに開

催場所の団体が協同して行う 。

平成 3 年 4 月 1 日施行

平成 6 年 8 月 10 日改正

平成 16 年 9 月 10 日改正
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日本鉄道保存協会加盟団体名簿 l 

◎は担当

1 遠軽町（旧丸瀬布町）
〒 099-0203 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布中町115-2

遠軽町役場丸瀬布総合支所
◎産業課観光係係長

町長枝松泰彦
Tel 01584-7-2211 

Fax 01584-7-2128 
小山信芳

2
 

三笠市
〒 068-2192 北海道三笠市幸町 2

三笠市役所
◎経済建設部商工観光課
商工観光係主事

市長 小林和男
Tel 01267-2-3997 

Fax 01267-2-7880 
新居忠浩

3 北海道旅客鉄道株式会社
〒 060-8644 北海道札幌市中央区北11条西15

運輸部管理課長 茂木高一

代表取締役社長 小池明夫
Tel 011-700-5785 

◎鉄道事業本部運輸部
運用車両課グループリ ーター

Fax 011-700-5786 
黒田宜元

4 ほべつ銀河鉄道の里づくり委員会
〒 054-0364 北海道勇払郡穂別町富内

◎事務局長

会長加藤勉
Tel 01454-6-6217 

Fax 01454-6-6217 
服部啓三

5 小樽交通記念館［株式会社小樽交通記念館］
〒 047-0041 北海道小樽市手宮1-3-6

◎展示担当

代表取締役 中松義治
Tel 0134-33-2523 

Fax 0134-33-2678 
佐藤卓司

6 磐越西線SL運行推進協議会
〒 965-0816 福島県会津若松市南千石町6-5

◎総合事務センター
センター長

会長 小野隆市
Tel 0242-27-1212 

Fax 0242-27-1207 
ーノ瀬善弘

7 ウェスタン村［大高企業株式会社］
〒 321-2421 栃木県今市市栗原315-1

代表取締役社長 大南兼一 ◎芸能部企画事業室

代表取締役社長 大南兼一
Tel 0288-21-8731 

Fax 0288-21-7093 
森本浩

8 真岡線 SL運行協議会
〒 321-4305 栃木県真岡市荒町5203

芳賀地区広域行政事務組合

総務課長 板口敏— ◎総務課ふるさと振興係

会長 福田武隼

Tel 0285-82-9151 

Fax 0285-82-9152 
永嶋良智

9 日本工業大学
〒 345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1

◎工業技術博物館

学長柳澤章
Tel 0480-34-4111 

Fax 0480-33-7570 
館長松野建一

-8-



日本鉄道保存協会加盟団体名簿 2 

10 西武鉄道株式会社
〒 359-8520 埼玉県所沢市くすのき台1-11-l

◎車両部部長付き

11 財団法人東日本鉄道文化財団
〒 151-8578 東京都渋谷区代々木2-2-2

JR東日本本社ビル11階
◎企画部課長

12 東武博物館［財団法人東武鉄道共助会］
〒 131-0032 東京都墨田区東向島4丁目 28番16号

◎事務局

13 交通博物館［財団法人交通文化振興財団］
〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-25

◎総務課課長

14 財団法人日本ナショナルトラスト
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル923

15 上松町

〒 399-5603

◎事務局長

長野県木曽郡上松町駅前通り 2-13
上松町役場

◎は担当

代表取締役社長 後藤高志
Tel 04-2926-2285 

Fax 04-2926-2239 
平岡清次

理事長 住田正二
Tel 03-5334-0623 

Fax 03-5334-0624 
高橋政弘

館長花上嘉成
Tel 03-3614-8811 

Fax 03-3614-8814 
田口隆

理事長 菅建彦

浅野

Tel 03-3251-8481 

Fax 03-3251-8489 
善一

会長 杉浦喬也
Tel 03-3214-2631 

Fax 03-3214-2633 
米山淳一

町長 田上正男

Tel 0264-52-2001 

◎産業観光課商工銀光係係長
Fax 0264-52-1038 

横井実

16 虹の郷［財団法人伊豆市振興公社］
〒 410-2416 静岡県伊豆市修善寺4279-3

◎園内交通課

17 大井川鐵道株式会社
〒 428-8503 静岡県島田市金谷町金谷1112-2

◎運輸担当係係長

18 東海旅客鉄道株式会社
〒 453-8520 愛知県名古屋市中村区名駅1-3-4

理事長 西島萬徳
Tel 0558-72-7222 

Fax 0558-72-7133 
西島史年

代表取締役社長 榊原昌夫
Tel 0547-45-4113 

Fax 0547-45-4115 
石川寛之

代表取締役社長 松本正之
Tel 052-564-2461 

車両部長 小松宣之 ◎車両部管理課課長代理
Fax 052-564-2462 

大井孝弘
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日本鉄道保存協会加盟団体名簿 3 

◎は担当

19 博物館明治村［財団法人明治村］ 館長 飯田喜四郎
〒 484-0000 愛知県犬山市字内山 1 番地 Tel 0568-67-0314 

◎ 総務
Fax 0568-67-0358 

鈴木智久

20 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 垣内剛
〒 530-8341 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

◎広報室
企画チーフ

21 加悦 SL広場［カヤ興産株式会社］
〒 629-2422 京都府与謝郡加悦町滝941-2

◎管理部部長

22 ふるさと鉄道保存協会
〒 606-0944 京都府京都市左京区松ヶ崎御所ノ内町26

◎理事長

23 馬路村

〒 781-6202 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
馬路村役場魚梁瀬支所

24 山口線 SL運行対策協議会
〒 753-8501 山口県山口市滝町1-1

◎やなせ森林鉄道運営委員会
魚梁瀬支所長

◎商工労働部観光交流課
観光物産振興班主事

Tel 06-6375-8513 

Fax 06-6376-6053 
城市孝志

代表取締役 須藤洋右
Tel 0772-42-3186 

Fax 0772-43-0080 
吉村勉

理事長 笹田昌宏
Tel 090-9692-2689 

Fax 075-791-8005 
笹田昌宏

村長 上治堂司
Tel 0887 4-3-2211 

Fax 08874-3-2208 
清岡宏敏

会長 和田卓也
Tel 083-933-3170 

Fax 083-933-3179 
藤井厚

25 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 石原進
〒 812-8566 福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21

◎総務部広報課課長

26 屋久町

〒 891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久町尾之間 157
屋久町役場

◎企画調整課
地域活性化対策係係長
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Tel 092-474-2541 

Fax 092-474-3898 
江越善一郎

町長 日高十七郎

Tel 0997-47-2111 

Fax 0997-47-2117 
泊竜二



日本鉄道保存協会賛助会員名簿

◎は担当者

① 株式会社ネコ・パブリッシング (Rail Magazine編集長名取紀之）

〒 152-8545 東京都目黒区碑文谷4-21-13 Tel 03-5723-6009 

Fax 03-5723-6015 
Rail Magazine編集長 名取紀之

② 株式会社鉄道ジャーナル社（代表取締役 竹島紀元）

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-6 日産ビル3F

代表取締役 竹島紀元

③ 日本鉄道写真作家協会（会長 結解学）

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-3エレガンス飯田橋504
レイルマンフォトオフィス内

事務局長 中井精也

④ 北陸重機工業株式会社（代表取締役霜鳥雅徳）

〒 950-0871 新潟県新潟市山木戸7-3-69

営業部課長 岩橋正人

⑤ 株式会社JTBパブリッシング（代表取締役社長 江頭誠）

〒 162-844 東京都新宿区払方町25-5

企画出版部編集長 大野雅弘

⑥ けいてつ協会（代表 岡本憲之）

〒 171-0031 東京都豊島区目白 5-17-9

代表 岡本憲之

⑦ 有限会社鉄道フォーラム（代表取締役伊藤博康）

〒 484-0085 愛知県犬山市西古券57

代表取締役 伊藤博康

⑧ 種村直樹（レイルウェイ・ライター）

〒 121-0813 東京都足立区竹の塚3-11-9-108

レイルウェイ・ライター

⑨ 岡田久雄（赤門鉄路クラブ会員）

〒 191-0041 東京都日野市南平1-27-21

元•朝日新聞社

種村直樹

岡田久雄

-11-

Tel 03-3264-1891 

Fax 03-3265-3597 

Tel 03-3221-0271 

Fax 03-3221-0272 

Tel 025-274-3311 

Fax 025-271-4812 

Tel 03-6888-7845 

Fax 03-6888-7876 

Tel 03-5996-0234 

Fax 

Tel 0568-62-9603 

Fax 0568-61-6310 

Tel 03-3850-3300 

Fax 03-3860-0380 

Tel 042-591-1636 

Fax 



日本鉄道保存協会賛助会員名簿

⑩ 水野弥彦（旅行ジャーナリスト）

〒 329-1577 栃木県矢板市玉田415-68 コリーナ矢板E1214

元・交通新聞編集局長 水野弥彦

-12-

◎は担当者

Tel 0287-48-3010 

Fax 0287-48-3010 
























































