
2 0 2 2 年 8 月 ５ 日 

一般財団法人運輸総合研究所 

東日本旅客鉄道株式会社 

鉄道開業 150年記念セミナー開催のご案内 

～文明開化・技術革新の先駆者たる鉄道と発展する都市の歴史と未来～ 

 

○開催概要

日 時：2022年 9月 21日（水）15：00～17：30 

会 場：ステーションコンファレンス東京 5F(501ABS) 

※オンラインにて同時配信(Zoom ウェビナー)

共 催：一般財団法人運輸総合研究所、東日本旅客鉄道株式会社 

後 援：国土交通省 

○式次第

１. 開会挨拶 宿利 正史 一般財団法人運輸総合研究所 会長 

２. 来賓挨拶 斉藤 鉄夫 国土交通大臣 

３. 基調講演

（１） テーマ：「戦前戦後を振り返り、未来の鉄道を展望する」

講 師： 森地  茂 政策研究大学院大学 客員教授 名誉教授 

（２） テーマ：「鉄道開業・これまでの東京・将来のＴＯＫＹＯ」

講 師： 岸井 隆幸 一般財団法人計量計画研究所 代表理事 

４．パネルディスカッションおよび質疑応答 

テーマ：「グローバルゲートウェイ品川再開発を中心とした新たな鉄道と都市の姿」

コーディネータ： 森地  茂

パ ネ リ ス ト： 岸井 隆幸 

喜㔟 陽一  

内田 まほろ 

５．閉会挨拶 伊藤 敦子 

政策研究大学院大学 客員教授 名誉教授 

一般財団法人計量計画研究所 代表理事 

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長 

一般財団法人 JR 東日本文化創造財団 

文化創造棟準備室 室長 

東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 

〇一般財団法人運輸総合研究所（会長：宿利 正史、事務所：東京都港区）と 
東日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：深澤 祐二、本社：東京都渋谷
区）は、鉄道開業 150年記念セミナーを共同で開催します。 

〇2022年は、1872 年（明治５年）10 月 14日に新橋と横浜間を結ぶ日本初の鉄
道が開業してから 150 年を迎える節目の年です。本セミナーは、この節目の年に国民
生活および産業発展の礎となってきた鉄道と発展する都市の歴史について改めて振り返
るとともに、鉄道と都市の未来像について考えることを目的に実施します。 



○お申込み

一般財団法人運輸総合研究所セミナー申込みフォームでの受付となります。

参加費は無料となります。

下記の URL よりお申し込みください。

https://krs.bz/jterc/m/semi220921 

（申込期限：9月 15日（木）まで） 

※お申し込み頂いた方には 9月 20日（火）午後に、視聴用 URL をご送付いたします。

※会場参加には座席に限りがあり、オンラインでのご視聴をお願いする場合があります。

○備 考

当日、会場での撮影、録画、録音は禁止とさせていただきます。

※ただし、主催者が許可した報道関係者による撮影は除きます。

都合により、登壇者等が変更となる可能性があります。 

運輸総合研究所は日本財団の助成を受けて活動を行っております。 

【お問い合わせ先】 

一般財団法人運輸総合研究所 （担当：君塚、竹島、室井、大沼） 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19（UD神谷町ビル 3Ｆ） 

TEL   ：03－5470－8405    FAX：03－5470－8401 

E-mail：collo@jttri.or.jp  HP：https://www.jttri.or.jp/ 



●斉藤 鉄夫 国土交通大臣

略歴等（首相官邸 HPより） 
昭和５１年 ３月 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了 
昭和５１年 ４月 清水建設株式会社入社 
昭和６１年 ９月 米国プリンストン大学客員研究員 
平成 ５年 ７月 衆議院議員１期目当選（第４０回総選挙） 
平成 ８年１０月 衆議院議員２期目当選（第４１回総選挙） 
平成１１年１０月 科学技術政務次官（第２次小渕改造内閣） 
平成１２年 ４月 科学技術政務次官（森内閣） 
平成１２年 ６月 衆議院議員３期目当選（第４２回総選挙） 
平成１５年１１月 衆議院議員４期目当選（第４３回総選挙） 
平成１６年１０月 衆議院文部科学委員長 
平成１７年 ９月 衆議院議員５期目当選（第４４回総選挙） 衆議院文部科学委員長 
平成１８年 ９月 公明党政務調査会長 
平成２０年 ８月 環境大臣（福田（康）改造内閣） 
平成２０年 ９月 環境大臣（麻生内閣） 
平成２１年 ８月 衆議院議員６期目当選（第４５回総選挙） 
平成２１年 ９月 公明党政務調査会長 
平成２２年１０月 公明党幹事長代行 
平成２４年１２月 衆議院議員７期目当選（第４６回総選挙） 
平成２６年１２月 衆議院議員８期目当選（第４７回総選挙） 
平成２９年１０月 衆議院議員９期目当選（第４８回総選挙） 
平成３０年 ９月 公明党幹事長 
令和 ２年 ９月 公明党副代表 
令和 ３年１０月 国土交通大臣 水循環政策担当（第１次岸田内閣） 

衆議院議員１０期目当選（第４９回総選挙） 
令和 ３年１１月 国土交通大臣 水循環政策担当（第２次岸田内閣） 
令和 ４年 ８月 国土交通大臣 水循環政策担当 国際園芸博覧会担当（第２次岸田改造内閣） 

来賓のご紹介 



●森地  茂 政策研究大学院大学 客員教授 名誉教授

1966年 東京大学工学部土木工学科卒、日本国有鉄道入社 

1967年 東京工業大学理工学部土木工学科助手 

1975年 同助教授 

1987年 同教授 

1993年 同大学都市基盤施設研究体代表併任 

1996年 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻教授 

2002年 東京工業大学名誉教授 

2004年 政策研究大学院大学教授、 

 （財）運輸政策研究機構副会長、運輸政策研究所所長、東京大学名誉教授 

2009年 政策研究大学院大学特別教授 

2011年 政策研究大学院大学政策研究センター所長 

2014年 政策研究大学院大学アカデミックフェロー 

2019年 政策研究大学院大学名誉教授・客員教授 現在に至る 

その他に、土木学会会長、アジア交通学会（EASTS）会長、EASTS Japan 会長、 

交通工学研究会会長を歴任 

●岸井 隆幸 一般財団法人計量計画研究所 代表理事

1953年 神戸市生まれ 
1975年 東京大学工学部 都市工学科卒業 
1977年 東京大学大学院 都市工学専攻修士課程修了 
1977年 建設省入省の後 1992年に博士（工学）取得、同年建設省

を退職して日本大学理工学部土木工学科専任講師。同助教授
を経て 1998 年教授、2018 年からは特任教授。 

2017年（一財）計量計画研究所代表理事に就任。 

専門は都市計画、2019 年国土交通大臣表彰、2020 年には土木学会の功績賞、日本都市計画学会の石川
賞を受賞。 
2010年から 2012年にかけて（公社）日本都市計画学会会長を務めたほか、政府の社会資本整備審議会、
交通政策審議会、中央環境審議会などの委員、神奈川県都市計画審議会会長などを歴任。現在、千代田
区都市計画審議会会長、（公財）都市づくりパブリックデザインセンター理事長。 
著書は「東京 150 プロジェクト」（2015 年、新建築社）など多数。 

講演者のご紹介 



  

 

 
●喜㔟 陽一 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長  

マーケティング本部長 
 品川開発担当 地方創生担当 

 
1989年 東日本旅客鉄道株式会社入社 
2021年 代表取締役副社長 事業創造本部長 
2022年 代表取締役副社長 マーケティング本部長、 

品川開発担当、地方創生担当（現在） 
主として投資計画、人事、経営企画の業務に従事し、現在は代表取
締役副社長マーケティング本部長としてヒトを起点でお客さまに
価値を提供することを目指し、グループのビジネスの基盤となるま
ちづくり、システム・プラットフォームの構築・拡大を推進。 
 
 
 
 
●内田まほろ 一般財団法人 JR東日本文化創造財団 

高輪ゲートウェイシティ（仮称） 
文化創造棟準備室長 

 
キュレーター。展示プロデューサー。 
大阪・関西万博 シグネチャーパビリオン「いのちの未来」企画統
括 
 
2002-2020 日本科学未来館勤務、展示開発課長、企画推進課長を歴
任。 
95 年慶応義塾大学環境情報学部卒、97 年大学院政策メディア研究
科修士、2012年チューリッヒ芸術大学修士（セノグラフィー）。 
05-06文化庁在外研修員としてニューヨーク近代美術館（MoMA）
勤務。2019 年 Barbican Center（ロンドン）ゲストキュレーター。
グッドデザイン賞審査委員。 

 
 
 
 
 
 
 
 

運輸総合研究所は日本財団の助成を受けて活動を行っております。 




