
資料１

鉄道分野における低炭素化及び省エネルギー対策に関する連絡会議の設立について（案）

平成２４年３月７日

１．設立趣旨

○人口減少、少子高齢化、財政制約に加え、震災を契機としたエネルギー制約等の課題を克

服し、我が国の明るい未来を築くため、国土交通省においては、「持続可能で活力ある国土・

地域づくり」を推進している。

○また、この一環として、都市機能の集約化、それと連携した公共交通機関の利用促進、建

築物のＣＯ２排出量の抑制等により、都市の低炭素化の促進することを目的とした「都市

の低炭素化の促進に関する法律案」が本通常国会に提出されている。

○他方、京都議定書目標達成計画の計画期間が2012年度をもって終了することから、政府に

おいて、2013年以降の地球温暖化対策に関する方針が検討されており、これに併せて国土

交通省においても、中期的地球温暖化対策を検討している。

○加えて、震災以降、原発の稼働停止に伴い、電力の需給が逼迫してきていることから、電

力のピークカットや平準化が求められており、経済産業省において省エネ法の改正が検討

されている。

○以上の背景を踏まえ、鉄道分野における低炭素化及び省エネルギー対策について、鉄道利

用の促進や省エネ鉄道車両の導入はもとより、再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の

活用等の更なる推進を図るため、その具体的対策に関して、関係者で情報共有及び意見交

換を行う。

２．会議構成・メンバー

○平成２０年に設置・開催した、鉄道分野における地球温暖化対策に関する連絡会議及び同

幹事会を活用。

○名称については、「鉄道分野における低炭素化及び省エネルギー対策に関する連絡会議」に

変更。

○メンバーは別紙１，２のとおり。

３．議題

以下の事項等について、情報共有及び意見交換を行う。

○各鉄道事業者が推進している低炭素化及び省エネルギー対策（再生可能エネルギー、蓄電

池の活用等）の取組みの現状、課題、今後の予定等の紹介

○国交省の中期的地球温暖化対策に盛り込む施策及び目標値 等



（別紙１）

鉄道分野における低炭素化及び省エネルギー対策に関する連絡会議
名 簿

（敬称略・順不同）

座 長 田村明比古 国土交通省鉄道局次長

委 員 萩原 国彦 北海道旅客鉄道㈱ 総合企画本部 専任部長
内田海基夫 東日本旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部

環境経営推進室 室長
宮内 政信 東海旅客鉄道㈱ 総合技術本部技術開発部 担当部長
薬師寺健祐 西日本旅客鉄道㈱ 鉄道本部技術部（企画）担当部長
山西 弘泰 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部 担当部長
松下 琢磨 九州旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 部長
飯田 聡 日本貨物鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 担当部長
堀越 昭彦 東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 計画管理部長
新田 力 西武鉄道㈱ 取締役 上席執行役員 鉄道本部

計画管理部長
加藤 雅人 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部長
髙橋 泰三 京王電鉄㈱ 取締役 鉄道事業本部 副本部長

兼 計画管理部長
小柳 淳 小田急電鉄㈱ 執行役員 交通企画部長
富田 秀樹 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業統括部 統括部長
新井 秀行 京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 計画営業部 上席調査役
米 彰 東京地下鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部長
池田厚二郎 相模鉄道㈱ 常務取締役 経営管理部長
横井 孝範 名古屋鉄道㈱ 専務取締役 鉄道事業本部 副本部長

兼 計画部長
米田 智範 近畿日本鉄道㈱ 安全環境推進部長
桝元 政明 南海電気鉄道㈱ 執行役員 鉄道営業本部 副本部長

兼 統括部長
黒田 博重 京阪電気鉄道㈱ 経営統括室 経営政策担当 部長
上村 正美 阪急電鉄㈱ 都市交通事業本部 都市交通計画部長
上田 晋也 阪神電気鉄道㈱ 都市交通事業本部 運輸部 部長
岡本 道弘 西日本鉄道㈱ 鉄道事業本部 施設部長
広瀬 健二 東京都交通局 企画担当部長

彦坂 勝 （社）日本民営鉄道協会 企画財務部長
佐藤 哲夫 （社）日本地下鉄協会 業務部長
鈴木 隆 （社）日本鉄道車輌工業会 企画部長

事 務 局 国土交通省 鉄道局総務課企画室



（別紙２）

鉄道分野における低炭素化及び省エネルギー対策に関する連絡会議幹事会
名 簿

（敬称略・順不同）

幹 事 村田 茂樹 国土交通省鉄道局総務課企画室長

立野 隆一 北海道旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 主幹
土井 浩永 東日本旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 課長
小出 学 東海旅客鉄道㈱ 総合技術本部技術開発部

環境計画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
麻生 隆司 西日本旅客鉄道㈱ 鉄道本部技術部

（VE 地球環境）担当課長
筧 崇弘 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部 担当課長
鷹野 恵一 九州旅客鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 副課長
市川 寛 日本貨物鉄道㈱ 総合企画本部経営企画部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ
目﨑 敏雄 東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 課長
北澤 和典 西武鉄道㈱ 鉄道本部 計画管理部 安全対策課 課長
丸山 剛史 京成電鉄㈱ 鉄道本部 計画管理部 課長
本荘 祐 京王電鉄㈱ 鉄道事業本部 計画管理部 計画担当課長
富永章一郎 小田急電鉄㈱ 交通企画部 課長
関 聡史 東京急行電鉄㈱ 鉄道事業本部 事業統括部 企画課長
島村 昭一 京浜急行電鉄㈱ 鉄道本部 計画営業部 計画課 課長
上田 正人 東京地下鉄㈱ 鉄道本部 鉄道統括部 計画課長
木村 繁 相模鉄道㈱ 経営管理部 総務担当課長
近藤 博之 名古屋鉄道㈱ 鉄道事業本部 計画部 事業推進課長
小野 昌輝 近畿日本鉄道㈱ 安全環境推進部 課長
中村 毅 南海電気鉄道㈱ 鉄道営業本部 統括部 課長
落合 功 京阪電気鉄道㈱ 経営統括室 経営政策担当 課長補佐
木内 徹 阪急電鉄㈱ 都市交通事業本部 都市交通計画部

調査役
濱田 環樹 阪神電気鉄道㈱ 都市交通事業本部 運輸部 企画課長
青木 忠司 西日本鉄道㈱ 鉄道事業本部 施設部 電力課長
芳田 浩司 東京都交通局 総務部 技術調整担当課長

杉本 宙史 （社）日本民営鉄道協会 企画財務部 企画課長
佐藤 哲夫 （社）日本地下鉄協会 業務部長
鈴木 隆 （社）日本鉄道車輌工業会 企画部長

事 務 局 国土交通省 鉄道局総務課企画室


