
◎各地での主な関連行事予定 
 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

北 海 道 地 区 

○北海道地区実行委員会（北海道運輸局：℡０１１－２９０－２７３１） 

 ・イベント列車旭山動物園号で行く！「旭山動物園親子ツアー」（10/6 札幌～旭川） 

 

○ＪＲ北海道（℡０１１－７００－５７２９） 

 ・JR北海道チャリティーコンサート2012（10/11  札幌コンサートホール Kitara 小ホール）

  ・ヘルシーウォーキング「鉄道の日」記念!北海道最初の鉄道路線旧幌内線跡 

を偲ぶ、三笠鉄道村・クロフォード公園ウォーク（10 月 14 日、岩見沢駅） 
・児童絵画展（10/6～10/14 道内主要駅に展示） 

 

○札幌市交通局（℡０１１－８９６－２７０８） 

  ・鉄道の日記念地下鉄スタンプラリー（10 月 14 日～11 月 13 日、一部駅・沿線 

施設） 
 

○函館市企業局 交通部（℡０１３８－３２－１７３０） 

・「鉄道の日」200円均一運賃（10/14 全線） 

・「はこだてカルチャーナイト2012」（10/5   函館市役所市民ホール） 

・市電スタンプラリー（10/14  全線および沿線施設） 

・市電運転体験会（10/14  駒場車庫構内線） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

東 北 地 区 

 

 

 
○東北地区実行委員会 
・「鉄道フェスティバルin東北」東北地区の鉄道会社による物販・展示、東北の鉄

道震災・復興PRコーナー設置など（9月30日、JR貨物仙台貨物ターミナル駅）
 
○JR貨物東北支社（℡022-266-9631） 
・「JR貨物ふれあいin東北」（9月30日、JR貨物仙台貨物ターミナル駅） 
 
○青函トンネル記念館（℡0174-38-2301） 
・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 
 
○弘南鉄道（℡0172-44-3136） 
・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 
・沿線園児の「団体1コイン乗車」（旬間期間） 
・「ふれあい感謝祭」ミニSL運転や鉄道グッズ販売など（10月13日、津軽大沢駅／

10月14日、平賀駅） 
 
○八戸臨海鉄道（℡0178-27-3281） 
・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 
・幼稚園児ミニSL試乗会など 
 
○青い森鉄道（℡017-752-0330） 
・「みんてつ館出店」（10月6・7日、東京明治公園） 
・「青い森鉄道まつり2012」洗車体験、グッズ販売、レールスター乗車など 
（10月14日、青い森運輸・設備管理所） 

・「青い森鉄道線 目時～八戸間開業10周年記念イベント」（12月1日） 
 
○秋田内陸縦貫鉄道（℡0186-82-3231） 
・全車両テッピ－シール装着運行（旬間期間） 
 
○三陸鉄道（℡0193-62-8900） 
・「３鉄まつり」ミニ電車運転、三鉄・JR・岩手開発鉄道軌道自転車体験、カラオ
ケ大会、写真展、来場者に鉄道グッズプレゼント（泉北高速鉄道、相模鉄道協賛）
（10月28日、盛駅周辺） 

・「第4回秋のさんてつ祭り」三鉄おまつり広場（うまいもの大集合）、車両基地公
開、パネル展示、ゲーム大会（11月4日、久慈駅周辺） 

 
○IGRいわて銀河鉄道（℡019-652-9802） 
・「銀河鉄道まつり」ミニSL運転や鉄道グッズ販売など（10月13日、好摩駅） 
 
○仙台市交通局（℡022-712-8436） 
・地下鉄絵画展（10月2～18日、地下鉄仙台駅） 
・鉄道の日記念カード乗車券発売（11月） 
 
○仙台空港鉄道（℡022-383-0150） 
・「みんてつ館出店」（10月6・7日、東京明治公園） 
・「鉄道の日」及び「空の日」記念イベントグッズ販売、顔出しパネル・サットく
んとの記念撮影など（10月7日、仙台空港駅） 

 
○阿武隈急行（℡024-577-7132） 
・ヘッドマーク列車運転（旬間期間） 

 
 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

北陸信越地区  
○北陸信越地方実行委員会（北陸信越運輸局：℡０２５－２８５－９１５３） 

・第１９回「鉄道の日」記念イベント（10/21 ３会場同時開催） 

 【新潟駅南口広場】 

オープニングセレモニー、新潟県警音楽隊による演奏、ミニ電車体験乗車会、民鉄９社ＰＲブ

ース、こども縁日等 

【ＪＲ新潟新幹線車両センター】 

新幹線車両・検測車展示会、ミニ新幹線体験乗車会、鉄道模型Ｎゲージ展示・走行、鉄道グッ

ズ・駅弁販売 

【ＪＲ貨物東新潟機関区】 

機関車大集合、機関車体験添乗（DE10 重連総括）、車両部品販売、ＪＲ貨物グッズ販売、鉄道

  模型Ｎゲージ（貨物列車）展示・走行  

 

○ＪＲ東日本長野支社（℡０２６－２２４－５３１０） 

・長野新幹線開業 15 周年記念入場券発売（10/1～ 長野駅） 

・篠ノ井線開業 110 周年出発式、鉄道探検隊等（10/13 松本駅） 

 

○北越急行（℡０２５－７５０－１２５１） 

・おかげさまで 15 周年記念イベント 

ミニＳＬ運行、車両展示ほか（10/14 六日町運輸区構内） 

   保守用車両・工具、鉄道機器の展示（10/14 松代工務区施設内） 

・駅からハイキング（10/14 事前予約が必要） 

・「鉄道の日」記念駅西まつり（10/21 ほくほく線十日町駅西口広場） 

・鉄道グッズ販売（10/21 新潟駅南口広場） 

・ラッピング車「にこにこトレイン」の運転（10 月～来年 4月まで） 

・おかげさまで 15 周年ヘッドマーク車両の運転（～12 月末） 

 

〇長野電鉄（℡０２６－２４８－６０００） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル（東京）での鉄道グッズ・記念乗車券販売（10/6・7

明治公園） 

・鉄道グッズ販売（10/21 新潟駅南口広場） 

 

〇アルピコ交通（松本電気鉄道）（℡０２６３－２６－７３１１） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル（東京）での鉄道グッズ・記念乗車券販売（10/6・7

明治公園） 

・鉄道グッズ・記念乗車券販売（10/13 松本駅、10/21 新潟駅南口広場） 

・「鉄道の日」ヘッドマーク装着列車の運行（10/1～21 上高地線） 

 

○上田電鉄（℡０２６８－３９－７１１７） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル（東京）での鉄道グッズ・記念乗車券販売（10/6・7

明治公園） 

 

○しなの鉄道（℡０２６８－２１－４７００ 

・鉄道グッズ・記念乗車券の販売（10/21 新潟駅南口広場） 

 

○関西電力（℡０２６１－２２－５９７１） 

・鉄道グッズ販売（10/21 新潟駅南口広場） 

 

○黒部峡谷鉄道（℡０７６５－６２－１８００） 

・トロッコ電車車庫見学（10/8 宇奈月駅） 

・トロッコグッズ・中古部品販売（10/8 宇奈月駅） 

・鉄道グッズ販売（10/21 新潟駅南口広場） 

 

 ○立山黒部貫光（℡０７６－４８１－１１７３） 

・各駅でのペナント・のぼり旗の掲出、テッピーマーク装着トロリーバス運行（10/12～15） 

・トロリーバス展示、体験乗車、写真撮影（10/13・14 室堂ターミナル駐車場） 

・乗り物関連お土産グッズ販売会（10/13  室堂ターミナルコンコース） 

・「星にいちばん近い駅・室堂こども駅長」イベント（10/13 ※要事前申込み） 

・鉄道グッズ販売（10/21 新潟駅南口広場） 

 

 



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

北陸信越地区  

〇万葉線（℡０７６６－２５－４１３９） 

・ドラえもん電車記念撮影会、ミニアイトラム運転、写真撮影コーナー、鉄道グッズ・うどん販

売、えんにちコーナー、5000 形の展示・撮影会（10/13  米島車庫） 

 

〇富山地方鉄道（℡０７６－４３２－５５４０） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル（東京）での鉄道グッズ販売（10/6・7 明治公園）

 

○富山ライトレール（℡０７６－４２６－１７７０） 

・ポートラム運転体験会＆車両基地見学会（10/14 城川原車両基地） 

 

○北陸鉄道（℡０７６－２７２－２２２１） 

・ミニＳＬ列車運転、運転室体験乗車（時間制）、鉄道模型展示・実演、鉄道用品即売会（旧記

念切符・鉄道部品・記念グッズ販売等）、電気機関車展示・撮影会、テント市出店（10/21 鶴

来駅構内） 

 

○のと鉄道（℡０７６８－５２－４４２２） 

・列車体験運転、列車と綱引き、鉄道グッズ販売、フリーマーケット、鉄道模型展示・実演、軌

道自転車運転体験、ミニ新幹線乗車体験（10/13・14  穴水駅構内） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

関  東  地  区 

○関東実行委員会（関東運輸局：℡０４５－２１１－７２３９） 

・「ＹＯＫＯＨＡＭＡトレインフェスティバル２０１２」(10/6･7 横浜駅東口 横浜新都市プラザ) 

ﾊﾟﾈﾙｸｲｽﾞﾗﾘｰ､｢関東の鉄道お宝ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ｣写真展示、ｽﾃｰｼﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ、鉄道ｸﾞｯｽﾞ販売等 

 

○小田急電鉄（03-3481-0066、小田急お客さまセンター） 

・「ファミリー鉄道展 2012」（10 月 20・21 日、海老名電車基地、ビナウォーク） 

 

○メトロ文化財団（東京地下鉄）（03-3253-6948） 

・「第 30 回 2012 年メトロ児童絵画展」（10～11 月、地下鉄博物館・東京メトロ駅構内） 

 

○一般財団法人 横浜市交通局協力会（045-253-9595） 

・横浜市電保存館 40 周年プレイベント 

（10 月 14 日横浜市電保存館 第 2回市営地下鉄乗車マナーコンクール表彰式、市電の運転手になろうほか）

 

○相模鉄道（045-319-2111） 

・「相鉄&東北ローカル線スタンプラリー2012」（～10 月 31 日） 

 

○ひたちなか海浜鉄道（029-262-2361） 

・（仮称）湊線開業 99 周年記念祭（11 月 11 日、那珂湊駅（予定）） 

 

○つくばエクスプレス（0570-000-298、TX コールセンター） 

・「第 8回つくばエクスプレスまつり」（11 月上旬、守谷総合基地） 

 

○野岩鉄道（0288-77-2355） 

・“湯めぐり号”（お座トロ展望列車）運行 

（10 月 1日～5日、11 月 12 日～25 日、野岩鉄道線内（一部東武鉄道、会津鉄道を含む）） 

・尾瀬 草紅葉 尾瀬ハイキング（10 月 6日、野岩鉄道、会津高原尾瀬口駅 9時 30 分 集合） 

・那須・紅葉の塩原温泉メイプル街道散策（11 月 10 日、野岩鉄道、上三依塩原温泉口駅 10 時 15 分 集合）

 

○秩父鉄道（048-523-3822） 

・YOKOHAMA トレインフェスティバル 2012 物品販売会（10 月 7日、横浜駅東口ポルタ商店街） 

 

○埼玉高速鉄道（048-878-6845） 

・埼玉高速鉄道車両基地見学会（10 月 13 日 10 時～15 時、浦和美園車両基地） 

・2012 年「鉄道の日」記念 1日乗車券発売（発売期間：10 月 7日～14 日） 

 

○埼玉新都市交通（048-722-1221） 

・丸山車両基地見学会と車両部品販売（11 月 14 日 10：00～15：00 丸山駅徒歩 1 分） 

 

○流鉄（04-7158-0117） 

・「流鉄の鉄道の日!!」（11 月初旬、流山駅構内（予定）） 

 

○千葉都市モノレール（043-287-8216） 

・「ちばモノレール祭り 2012」（10 月 20 日、萩台車両基地※最寄り駅：動物公園駅） 

 

○上信電鉄（027-323-8073） 

・「一日全線フリー乗車券」発売（10 月中の土・休日及び 10 月 14・28 日の 1日限り有効） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル参加 

（記念乗車券・鉄道グッズ等の販売（10 月 6・7日 東京 明治公園（10 時～17 時）） 

 

○上毛電気鉄道（027-231-3597） 

・「1日乗り放題きっぷ ワンデーフリーパス」（10～11 月の土・日・祝日、10 月 28 日の 1日限り有効） 

・第 19 回「鉄道の日」鉄道フェスティバル、物販ブース出展（10 月 6日・7日、東京・明治公園） 

 

○わたらせ渓谷鐵道（0277-73-2110） 

・第 19 回「鉄道の日」記念イベント YOKOHAMA トレインフェスティバル 

（10 月 6・7日、横浜駅東口ポルタ商店街） 

 

 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

関  東  地  区 

○伊豆箱根鉄道（055-977-1207） 

・伊豆箱根鉄道ふれあいフェスタ 2012（11 月 23 日 9:30～15:00（予定）） 

 

○多摩都市モノレール（042-526-7817） 

・多摩モノレールまつり 2012 

（10 月 20 日多摩モノレール運営基地※最最寄り駅：多摩モノレール高松駅） 

 

○鹿島臨海鉄道（029-267-5200） 

・「鉄道の日」物品販売会（10 月 6 日 9:45～16:00 横浜駅東口ポルタ地下商店街） 

 

○富士急行（0555-22-7133） 

・「富士急電車まつり 2012」（（開催日未定）11 月中～下旬予定 河口湖駅にて） 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

中  部  地  区 

○中部地区実行委員会（中部運輸局：℡０５２－９５２－８０３３） 

・第１９回「鉄道の日」記念イベント（１０月６日・７日（一部展示は１４日まで）） 

金山イベント「ときめき出発！ ふれあいステーション」 

鉄道各社のグッズ販売、好評！うまい「駅弁コーナー」、鉄道各社の紹介パネル展示コーナー、

ゆるキャラ（ハッチー・あゆむ君・ふくにん）と遊ぼうコーナー、ロープウェイのＤＶＤ・

写真および索道紹介パネル展示、子供用制服写真撮影コーナー、北勢線工作体験コーナー（北

勢線対策推進協議会）、沿線観光ポスター展示・観光パンフレット配布コーナー、 

鉄道を描いた作品展、鉄道のある風景画展、鉄道車両ＤＶＤ映像コーナー（ビコム）、スタン

プラリー、旬なイベント列車の紹介 

（金山総合駅コンコース、金山南ビル１階自由通路、金山南ビル１１階名古屋都市センター）

 ・鉄道施設見学ツアー（１０月１３日） 

「名古屋鉄道株式会社・犬山検査場見学ツアー」 ※当選者のみ参加可能 

 

○伊豆箱根鉄道（℡０５５－９７７－１２０７） 

･「いずはこね ふれあいフェスタ２０１２」 

電車洗車機体験乗車、らくがきバス、ジャンボタクシー乗車、物販、飲食販売等など 

（１１月２３日 伊豆箱根鉄道本社構内） 

 

○名古屋市交通局（℡０５２－９７２－３８１６） 

・「市営交通９０周年記念マナカコンサート・2012」 

マナカコンサート、鉄道模型ジオラマ展示・模型運転、鉄道グッズ販売（10 月 6 日、地下鉄

金山駅） 

・「市営交通９０周年記念写真パネル展」 

市営交通 90 年の歴史パネルの展示（9月 25 日～10 月 22 日 栄駅※、10 月 24 日～11 月 7日

星ヶ丘駅ギャラリー、11 月 9 日～11 月 30 日 丸の内駅※）※改札内に展示のため乗車券が必

要です。 

・「市営交通９０周年記念メインイベント」 

ミニステージ、地下鉄車両と綱引き、地下鉄運転士体験、こども駅長による一日駅長体験、電

車の吊り上げ実演、三英傑デザインバス等の展示、お絵かきバス、鉄道部品・グッズの販売な

ど（11 月 18 日、日進工場） 

 

○福井鉄道株式会社（℡０７７８－７８－０００５） 

・「福鉄親子鉄道教室」 

電車ですごろくゲーム（１０月１４日、赤十字前駅集合）、電車の運転体験（１０月１４日、北

府駅構内 鉄道教室３回以上参加者対象） 

 

○大井川鐡道株式会社（℡０５４７－４５－４１１２） 

・「ＳＬフェスタ２０１２」 

 オープニングセレモニー、ＳＬと綱引き、整備工場見学（新金谷駅構内） 

・ＥＬ ＳＬ体験（千頭駅構内） 

・ＳＬ重連走行等（１０月５～７日）※イベントの内容は変更される場合がありますので、詳し

くは大井川鐵道ホームページをご覧ください。 

・「ＳＬ列車に「テッピー」のヘッドマークの取付け」（日時は未定） 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

近 畿 地 区 

 

○近畿地区実行委員会（近畿運輸局：℡０６－６９４９－６４４２） 
 ・「駅祭ティング２０１２ ｉｎ ＯＣＡＴ」（10/14 難波ＯＣＡＴ B1F ﾎﾟﾝﾃ広場） 
  鉄道社局物販・PR コーナー、ミニれっしゃ広場（Nゲージ体験運転）、斉藤雪乃トークステー

ジ、鉄道部品・グッズなどのチャリティーオークション 等 
 

○阪神電気鉄道（℡０６－６４５７－２２２２） 
 ・「はんしんまつり 2012」電車であみだゲーム、子ども向けミニ阪神電車運行 等（11/11、阪

神西宮駅およびドーム前駅） 

 

○阪急電鉄（℡０６－６１３３－３４７３） 
 ・「秋の阪急レールウェイフェスティバル 2012」ミニ阪急電車乗車会、記念撮影会、鉄道グッズ

販売会 等（10/14、正雀工場）※事前応募制【応募受付終了】 

 

○京阪電気鉄道（℡０６－６９４５－４５６０） 
 ・「ファミリーレールフェア」工場内作業見学、電車と子どもたちの綱引き大会、パーツ・グッ

ズ販売、保守作業用自動車・ミニ電車乗車体験 等（10/14、寝屋川車両基地） 
 

○近畿日本鉄道（℡０６－６７７５－３５６６） 
・「きんてつ鉄道まつり（仮称）」鉄道グッズ販売、床下ピット見学 等（11 月中旬、五位堂検

修車庫予定） 

 

○南海電気鉄道（℡０６－６６４３－１００５） 
・「南海電車まつり 2012」工場探検、鉄道グッズ販売、飲食ブース 等（10/27、千代田工場）

 

○叡山電鉄（℡０７５－７０２－８１１１） 
・「第 8回 えいでんまつり」鉄道グッズ販売、洗車体験、イベントトレイン、スタンプラリー 等

（10/27、修学院車庫） 
 

○大阪府都市開発【泉北高速鉄道】（℡０７２５－５７－３００３） 
・「せんぼくトレインフェスタ 2012」車両洗車線体験乗車、電車と綱引き、車両と記念撮影、ミ

ニＳＬの運行、グッズ販売 等（10/13、光明池車庫） 

 

○能勢電鉄（℡０７２－７９２－７７１６） 
・「のせでんレールウェイフェスティバル 2012 秋」イベント列車の運行、運転シミュレーション

体験、車掌体験、もちつき大会、オリジナル缶バッジコーナー、のせでんオリジナルグッズ販売

等（10/28、平野車庫） 
 

○北神急行電鉄（℡０７８－５８１－１０７０） 
・「2012 北神急行フェスティバル」鉄道トンネル探検、洗車体験、阪急西宮北口駅のダイヤモン

ドクロスの展示、食堂車（飲食コーナー） 等（11/10、谷上車庫） 

 

○神戸電鉄（℡０７８－５９２－４４５１） 
・「神鉄トレインフェスティバル 2012」洗車体験、運転士・車掌体験、車両撮影会、鉄道部品・

グッズ販売、ＨＯゲージ鉄道模型運転会、神鉄ミニトレイン運行 等（10/8、鈴蘭台車庫） 
 

○山陽電気鉄道（℡０７８－９１３－２８８０） 

 ・「山陽・鉄道フェスティバル 2012」運転士撮影会、車両工場見学、鉄道模型コーナー、解体部

品即売 等（10/27、東二見車両工場） 

 

○神戸新交通（℡０７８－３０２－２７７５） 

・「ポートライナーフェスティバル 2012（仮称）」制服姿で運転室体験、鉄道模型運転体験 等

（11 月上旬予定、ポートライナー車両基地） 

 

○北条鉄道（℡０７９０－４２－００３６） 

・「北条鉄道まつり」ミニＳＬ運行、北条鉄道グッズ販売 等（11/11、住吉神社） 

 

 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

近 畿 地 区 

○大阪市交通局（℡０６－６５８２－１４００） 
・「おおさか市営交通フェスティバル」市電保存館・車両保存館一般公開、検車場見学および車体

吊り上げ作業実演車両展示、地下鉄旧100形車両の展示、車両部品の販売（要整理券）、グッズ販売、

ミニ地下鉄走行会 等（11/11、緑木検車場） 

 

○神戸市交通局（℡０７８－３２２－５９９４） 

・「交通フェスティバル in 名谷車両基地～B－FREE～」名谷車両基地の一般公開、市バス・地下鉄

運転台見学、車両洗浄体験、模擬駅務体験、軌道検測車乗車体験、ミニ電車、市電庫の見学、グ

ッズ販売、飲食ブース 等（10/14、名谷車両基地） 

 

○京都市交通局（℡０７５－８６３－５２１８） 

・「公営交通 100 周年記念 第 15 回 地下鉄醍醐車庫見学会」醍醐車庫公開、運転台見学、点検整

備車両の見学 等（10/14、醍醐車庫）※事前応募制【応募受付終了】 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

中  国  地  区 

 
○中国地区実行委員会（中国運輸局 ℡０８２－２２８－８７９７） 

・映画「RAILWAYS」の上映会・解説、鉄道会社ＰＲコーナー（10 月 13 日、広島市交通科学館） 

 

○ＪＲ西日本 

三原地域鉄道部（℡０８４８－６２－４１１５） 

・「鉄道クイズ大会」「ミニ新幹線」「ペーパークラフト、ぬり絵コーナー」（11 月 4日） 

長門鉄道部（℡０８３７－２２－２６０７） 

・ミニＳＬやミニ新幹線、軌道自動自転車、軌陸両用車「ウニモグ」の乗車体験、鉄道車両のスケ

ッチ大会,「車両の展示」（10 月 13 日） 

三次鉄道部（℡０８２４－６２－２４４５） 

・軌道自動自転車とモーターカー・ラッセルの乗車体験、ラッセルのウィング開閉見学、ディーゼ

ル機関車と気動車の運転席見学、鉄道車両スケッチ大会（10 月 14 日） 

 

○ＪＲ貨物（℡０８２－２８１－７７６０） 

・「第 19 回ＪＲ貨物広島車両所公開フェスティバル」各種機関車展示、機関車運転室公開、機関車

吊上げ実演、物産コーナー、乗物コーナー（10 月 28 日、広島車両所） 

 

○広島電鉄（℡０８２－２４２－３５５１） 

・「テッピー号の運行」第 17 回路面電車まつり写生大会入選作品を車内に掲示、「テッピー」ヘッド

マークを掲出して運行（10 月 1～14 日、軌道（市内）線車内） 

 

○広島高速交通（℡０８２－８７８－６２１１：広島市交通科学館） 

・「鉄道の日記念スペシャルトレイン」車庫内・引き上げ線などの乗車体験、ビンゴゲームで鉄道グ

ッズなどプレゼント（10 月 7日、本社・広島市交通科学館） 

 

○智頭急行（℡０８５８－７５－２５９５） 

・「園児絵画展列車」智頭線沿線の幼稚園・保育園の児童・園児の描いた絵画を展示（10 月 1～31

日、普通列車車内） 

 

○井原鉄道（℡０８６６－６３－２６７７） 

・「井原鉄道基地喜知まつり 2012」車両基地見学、鉄道車両等の展示、フリーマーケット、その他

各種飲食出店（10 月 21 日、井原コントロールセンター） 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

四  国  地  区 

○四国地区実行委員会（四国運輸局：℡０８７－８２５－１１７８） 

・「鉄道相談会、鉄・軌道パネル展」（10/6 高松市琴電瓦町駅２階コンコース） 

・「鉄・軌道パネル展」（10/11～17 松山市役所 1階ロビー) 

・「親子で行く鉄道施設見学会」（10/13  土佐電気鉄道桟橋車庫、ＪＲ四国布師田車両基地、

土佐くろしお鉄道安芸車両基地） 

・サイクルプラストレイン （10/27 土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線） 

 

○ＪＲ四国（℡０８７－８２５－１６２２） 

・「鉄道の日ふれあい祭り」(10/13 松山・徳島運転所、10/14 宇和島運転区、10/20 高知 

運転所、10/27 高松運転所（おいでまい 高松運転所）) 

・「きしゃぽっぽまつり」(10/13、多度津工場) 

・１日駅長(10/13  高松駅、松山駅、徳島駅、10/14  宇和島駅、10/20  高知駅) 

 

○高松琴平電気鉄道（℡０８７－８３１－６００８） 

・ミニ電車・ミニＳＬ運転会、親子電車教室「ことでん知り隊！しらべ隊」(10/6 瓦町駅) 

 

○伊予鉄道（℡０８９－９４８－３３２３） 

・親子で行く古町車庫見学会(10/20) 

 

○土佐電気鉄道（℡０８８－８３３－７１２２） 

・桟橋車庫見学会、よさこい手づくりホビー電車出発式(10/13) 

 

○土佐くろしお鉄道（℡０８８０－３５－４９６１） 

・保育園児による１日駅長、体験乗車（10/14 、中村駅、安芸駅） 

・普通列車 100 円運賃キャンペーン(10/14 中村線・宿毛線) 

・小学生図画・書道展(10/1～10/31、宿毛駅コンコース、中村駅待合室) 

・ボランティア表彰（10/14、 中村駅、安芸駅） 

・フォトコンテスト表彰式（10/14 、安芸駅） 

 

○阿佐海岸鉄道（℡０８８４－７６－３７００） 

・沿線地域園児体験乗車会(10/1～10/31)、児童図画展車内展示(10/1～10/31)、劇場版『任侠ヘ

ルパー』公開先取展（10/1～10/31、宍喰駅コンコース）、あさてつ祭り秋の陣（10/14）、園児

代表１日車掌体験(10/16) 

 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

  



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

九  州  地  区 

○九州地区実行委員会（九州運輸局：０９２－４７２－４０５１） 

・「レイルフェスタ九州２０１２」（10 月 20 日、松浦鉄道沿線） 

・「小学生列車運転体験」 

（10/20 筑豊電気鉄道：楠橋車庫内、平成筑豊鉄道：金田駅構内）※募集終了 

・「小学生車両運転シミュレーター体験」 

（10/6 ＪＲ九州：南福岡運転区・車両区、西日本鉄道：電車教習所、 

10/27 福岡市交通局：姪浜車両基地）※募集終了 

・「鉄軌道安全対策イベント」 （10 月 24 日 ＪＲ博多駅､天神地区） 

・「九州の鉄道パネル展」 （10/1-7 九州鉄道記念館、10/9-14 西鉄ｿﾗﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ 1F ｾﾞﾌｧｰ、）

 

○ＪＲ九州（℡０９２－４７４－２５４１） 

・「工場まつり２０１２」 

鉄道車両展示､ミニＳＬ運転､落書き列車､ｽﾃｰｼﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ 他 （10/14 小倉総合車両センター）

・「鉄道の日大感謝祭２０１２」 

ミニ白いかもめ乗車体験、鉄道グッズ販売、地元物産品の物販他 （10/14 長崎駅かもめ広場)

・「新幹線フェスタ in 熊本」 

新幹線車内見学、運転台見学（抽選）、車体上げ実演他 （10/28 熊本総合車両所） 

 

○九州鉄道記念館（℡０９３－３２２－１００６） 

・「関門トンネル開通 70 周年企画展」 

開通時の公示資料や写真などを展示（10/1～11/30） 

・「鉄道の祭典」 

人気キャラクターショー、ジオラマ教室、展示車両運転台特別公開他（10/6～8） 

 

○ＪＲ西日本（℡０９２－４７４－１６７７） 

・「2012 新幹線ふれあいデー」 

新幹線車両展示、運転台見学、車両ジャッキアップ他（10/21 博多総合車両所） 

 

○西日本鉄道（℡０９２－７３４－１５０７） 

 ・「第 19 回にしてつ電車まつり」 

筑紫工場内開放・ミニ電車の運行、運転台体験他（10/14 筑紫車両基地） 

  ・「みんなのバス・電車絵画コンクール」 

（作品展示 10/9～14 ソラリアプラザ１Fゼファ/表彰式 10 月 14 日）※募集終了 

 

○福岡市交通局（℡０９２－７３４－７８００） 

 ・「地下鉄フェスタ」 

車両基地内一般開放・見学、地下鉄忘れ物バザー、地下鉄橋本駅施設見学、車両の前での 

撮影会、ステージイベント他（10/7 橋本車両基地・橋本駅） 

 

○北九州高速鉄道（℡０９３－９６１－０１０３） 

 ・「鉄道の日記念モノレールまつり」 

キャラクターショー、幼稚園児演技、お楽しみ抽選会他（11/3 本社基地広場） 

 

○平成筑豊鉄道（℡０９４７－２２－１０００） 

  ・「へいちくフェスタ２０１２＜復旧支援御礼 １００円列車！！＞」 

100 円列車、抽選会、ちくまる関連グッズ販売、赤村トロッコ油須原線運行他 

（10/6 金田駅車両基地広場・赤駅） 

 

○筑豊電気鉄道（℡０９３－２４３－５５２７） 

  ・「ちくてつ電車まつり 2012（予定）」 

うごく電車楽校（がっこう）、運転・車掌体験、パネル展示他 

（11 月予定、黒崎工場：西黒崎駅横。運転体験は楠橋車庫内：楠橋駅横） 

 

○甘木鉄道（℡０９４６－２３－１１１１） 

  ・「鉄道の日記念事業 JR ウォーキング」 

JR ウォーキングと兼ねて周辺観光紹介（10/13 甘木鉄道沿線周辺、基山駅受付） 

 

 
 



 

実 施 地 区 開催主体及び実施行事の概要 

 

九  州  地  区 

○島原鉄道（℡０９５７－６２－２２３２） 

・「島鉄のってのって券」発売 

鉄道・バス・フェリー共通の２日間乗り放題フリー乗車券（9/17～10/12 発売） 

※利用は 2日間（10/13～14） 

  ・「島原温泉不知火まつり」 

1 号機関車を模した山車で参加（10/14 島原城周辺） 

  ・「しまてつ祭り」 

駅長体験、車両工場見学、運転席・洗車機体験他（10/28 南島原駅） 

 

○松浦鉄道（℡０９５６－２５－３９００）  

・「MR まつり」 

マイレールフォト・絵画コンテスト表彰式、MR 協力者感謝状贈呈式他 

（10/20 松浦市文化会館敷地内） 

 

○長崎電気軌道（℡０９５－８４５－４１１１）  

・木造電車 168 号記念運行（10/14、2・3号系統） 

・記念グッズ販売（10/14 JR 長崎駅かもめ広場） 

 

○熊本電気鉄道（℡０９６－３４３－２５５２） 

・「ヘッドマーク掲出」 

鉄道の日ヘッドマークを全車両に掲出 （～10/14 全車両） 

・「テッピーロゴマークＴシャツ着用」 

鉄道事務職員､司令担当者､運転士全員が着用 （10/14 北熊本駅及び全列車） 

・公共交通機関利用促進キャンペーン（9月 22 日） 

・「電車イベント」 

車両の展示、軌陸車の実演、くまモンの誘致、ケロロ軍曹ラッピング電車出発式、 

グッズ等販売他（10/13 北熊本駅構内） 

 

○くま川鉄道（℡０９６６－２３－５０１１） 

・「中原丈雄、個展・リサイタル」 

（リサイタル 9/29、個展 9/29～10/6 交流館石倉） 

・「漫画キャラ仮装列車」 

湯前町で行われる「ゆのまえ漫画フェスタ」に合わせて企画列車を運行（11/11） 

  ・「くまたびショップ」グッズ、鉄道関連商品などを販売（11/10～11 人吉温泉駅） 

・「列車運転体験」（11/10 人吉温泉駅） 

・「こどもの駅ゆのまえ」待合室を遊び場として開放（11/10～11 湯前駅） 

 

○南阿蘇鉄道（℡０９６７－６２－１２１９） 

・「絵画展及び写真ギャラリー」（10/6～14 高森駅） 

 

○肥薩おれんじ鉄道（℡０９６５－３２－５６７８） 

・「鉄道フェスティバル 2012（仮称）」オリジナルグッズ販売、地域特産品販売、ミニ SL 運行他

（10/14 肥薩おれんじ鉄道八代駅前、JR 八代駅前） 

 

○熊本市交通局（℡０９６－３６１－５２４０） 

・「公共交通利用促進キャンペーン」 

鉄道、軌道、バス事業者等合同イベント（9月 22 日、バスセンター） 

小学生以下無料の日（9月～10 月の土日・祝日予定、全線） 

・「市電体験運転」（10 月予定 上熊本車庫構内） 

 

○鹿児島市交通局（℡０９９－２５７－２１１１） 

・「2012市電・市バスゆーゆーフェスタ」 

電車運行100周年記念観光レトロ電車出発式、観光レトロ電車愛称表彰式他 

（12/1交通局敷地内） 

 

※天候等の都合により変更する場合もあります。 

 


