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計画・交通研究会
ご挨拶
一般社団法人「計画・交通研究会」は、1974 年に東京大学工学部土木工学科（当
時）の八十島義之助先生の主唱によって設立された組織で、国土やインフラに関わ

る個人や企業等の集合体です。当会は、設立以来今日まで 40 年以上にわたって、
美しく安全・健康で豊かな暮らしをもたらす国土の保全やインフラの整備・運営、
それを実現するための政策立案・制度設計・技術開発などを目指して、調査・研
究、会員相互の啓発、社会への発信の場として機能してきました。
具体的には、タイムリーな話題を取り上げて議論する年間 5 回の「イブニングセ
ミナー」
、春と秋の「視察会」を定例活動とし、また隔月の「会報」を発行して会員
相互の情報交換と相互啓発を図っています。これら定例活動以外にも、
「特別講演
会」
、
「海外インフラプロジェクト特別研究会」
、
「産学協働若手勉強会」、
「インフ
ラに関わる産官学協働留学生サマーセミナー連絡協議会」など種々の活動を行っ
ています。こうした種々の活動は、多様な分野の会員が見識を広げ、また相互に
交流を展開する上で有用なものとして、大変好評をいただいております。
人口減少や高齢社会化の中での国土・インフラ政策、切迫する巨大災害への備
え、コンパクト＋ネットワーク（まとまりとつながり）型国土構造への転換、わが国の
インフラの海外展開と国内の国際化など、国土やインフラに関係した課題は多々あ
りますが、当会もそういった課題に対して積極的に取り組み、わが国及び世界に貢
献していきたいと考えています。今後とも変らぬご支援をいただけますと幸いです。
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沿革
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故八十島義之助東大教授により、法人会員と個人会員からなる任意団体、計画・交通研究懇談会として設立
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計画・交通研究会に改称
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一般社団法人化

2012 年

事務所を麹町から現在の霞が関ビル内に移転
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活動内容

会員を対象に次のような活動を行っています。

1. イブニングセミナー
会員を対象とした講演会を、年に 5 回程度、夕方から開催しています。
そのうち 2 回は現地視察会と連動したテーマを扱っています。
＜最近の主なテーマ＞
●インフラメンテナンスの新潮流 ―測量の最新技術はここまできた―
●海プラの海に浮かぶ日本の現実
●交通インフラを長く健全に保つために
〜首都高速道路の大規模更新プロジェクト〜
●インドで鉄道を作る
●中国の交通政策と国土政策の今を語る 〜都市交通整備から国際港湾政策まで〜

イブニングセミナー

●銀座線メタモルフォーゼ ―進化の 90 年―
●元祖交通結節、日本橋のまちづくりと舟運
●公共交通のコンセッションと空港経営〜関西エアポートの挑戦
●八ッ場ダムの歴史
●次世代商業都市開発の方向性
●日本企業の海外展開と求められる「内なる開国」
●次世代につなぐ匠の技 〜国宝・姫路城の平成の保存修理工事〜

セミナー後の懇親会
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2. 現地視察会
会員を対象とした社会基盤整備や都市開発に関する現場見学会を、
年 2 回開催しています。
＜最近の主なテーマ＞
●インド鉄道プロジェクト視察会
●高輪ゲートウェイ駅と虎ノ門エリア
●栃木のインフラと観光！ 秋の県央・足尾エリアを巡る
●海から眺める東京湾岸の都市開発と交通施設
●下北半島の原子力関連施設と国土的位置づけ

現地視察会（八ッ場ダム）

3. 海外インフラプロジェクト特別懇談会
インフラ分野の海外展開における具体的経験を題材にして、経験とレッスンの共
有化とその将来戦略への活用を図っていくことを目的に、正会員を対象とした少
人数制の特別懇談会を開催しています。

4. 産学共働若手勉強会
次世代を担う土木・交通分野における若手の研究者と実務者の交流促進を目的に
活動しています。人工知能（AI）など時宜を得たテーマを取り上げて、メンバー間
での情報交換やディスカッション、企業等の R&D センターへの訪問、有識者に
よるレクチャーなどを行っています。また、インフラ施設や都市開発プロジェク
トの現場を見学する機会も随時設けています。

5. 産学共働留学生サマーセミナー
我が国が世界に誇りうる、新幹線、高速道路、都市鉄道 . 都市開発等のインフラ
分野について、座学と現場見学を通じて、日本で学ぶ留学生に知ってもらうセミ
ナーを実施しています。

産学共働留学生サマーセミナー

6. ユニークラボ探訪
独自の研究や取り組みを独創的な実験装置や施設、フィールドで実践されている
研究者を訪ねて会員がそれを体験し実感する行事です。
ユニークラボ探訪

7. 関連する団体との連携
アジア交通学会（EASTS-Japan）および Eastern Asia Societies for Transportation

Studies の事務局業務を支援しています。

8. 会報の発行
会員に向けて、年 6 回会報を発行し、様々な情報をお届けしながら交流をはかり
ます。また会主催のイベントについておしらせいたします。
会報（年 6 回）
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会員構成
法人正会員（16社）
会社名
（株）大林組
小田急電鉄（株）
鹿島建設（株）
管清工業（株）
京王電鉄（株）
清水建設（株）
大成建設（株）
鉄建建設（株）
東急電鉄（株）
東京地下鉄（株）
東武鉄道（株）
日本工営（株）
東日本旅客鉄道（株）
みずほ総合研究所（株）
三井不動産（株）
三菱地所（株）

R2.09 現在

個人会員（131人）
大学関係者、官公庁、コンサルタント、研究機関など
フェロー会員

7名

個人賛助会員

2名

若手研究者会員

個人会員

106 名

（遠隔地個人会員を含む）

16 名

役員構成
代表理事・会長

家田

仁

理事・経営委員長

岩倉

成志

理事・幹事長

金子雄一郎

会社名
（株）安藤・間
いであ（株）
（一財）運輸総合研究所
（株）エスシー・マシーナリ
（株）オオバ
（株）奥村組
（株）オリエンタルコンサルタンツ
関西エアポート（株）
（株）熊谷組
京浜急行電鉄（株）
（一財）計量計画研究所
（株）建設技術研究所
国際興業（株）
五洋建設（株）
（株）サーベイリサーチセンター
JR 東日本コンサルタンツ（株）
社会システム（株）
首都高速道路（株）
新関西国際空港（株）
大日本コンサルタント（株）
中部電力（株）
東海旅客鉄道（株）
東急建設（株）
（株）東急設計コンサルタント
東急バス（株）
（株）東京設計コンサルタント
東京発電（株）
東電タウンプランニング（株）地域開発カンパニー
中日本高速道路（株）
成田国際空港（株）
西日本旅客鉄道（株）
西松建設（株）
（株）日建設計シビル
日本貨物鉄道（株）
日本コンサルタンツ（株）
（一社）日本鉄道施設協会
（一社）日本プロジェクト産業協議会
（株）ネクスコ東日本エンジニアリング
パシフィックコンサルタンツ（株）
東日本高速道路（株）
（株）福山コンサルタント

理事

清水

英範

理事・広報委員長

茶木

環

理事・会長代理

寺部慎太郎

理事

徳山日出男

理事・企画委員長

羽藤

英二

理事

屋井

鉄雄

監事

塙

守幸

監事

福田

（株）復建エンジニヤリング
三井共同建設コンサルタント（株）
三井物産（株）
（株）三菱総合研究所
みらい建設工業（株）
（一社）未来のまち・交通・鉄道を構想するプラットフォーム
メトロ開発（株）
森ビル（株）
（株）ライテック

〒 100-6005

法人賛助会員（51社）

会費
個人会員
個人正会員（フェロー会員含む）：年額 10,000 円以上
若 手 研 究 者：年額 3,000 円以上
個人賛助会員：年額 5,000 円以上

法人会員
法 人 正 会 員：4 口以上（1 口年額 15 万円）
法人賛助会員：1 口以上（1 口年額 15 万円）

連絡先

富士急行（株）

東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 5F-28

TEL: 03-4334-8157 FAX: 03-4334-8158
E-Mail: jimukyoku@keikaku-kotsu.org
Homepage: http://www.keikaku-kotsu.org/

敦

