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特集 企画趣旨

駅・輸送サービス改善計画
昨年（2018年）の7月号では、特集「建設プロジェクトの いま 」と銘打って、全国で精力的に進められている、現在進行形
の建設プロジェクトを広く紹介しました。広域・高速鉄道ネットワークの形成、東京圏・大阪圏の大規模駅改良、東京2020大
会に向けた駅改良、市街地活性化とまちづくりに寄与する連続立体交差化など、旬のプロジェクトの「いま」を切り取って皆さ
んにお伝えすることができたと思っております。
さて、いま鉄道には、地域間・地域内の交流などをもたらす幹線鉄道ネットワークの充実、都市における国際競争力の強化
や環境負荷の軽減に資する都市鉄道ネットワークの高度化、地域のまちづくりや観光振興に寄与する地域鉄道の活性化と再
生、全ての利用者の利便性や安全性向上のためのバリアフリー化など、鉄道ネットワークとサービスの充実・強化が求められ
ています。また駅については、交通モードの結節点であるとともに、地域の玄関口としても需要な役割を担っていることから、
その機能のさらなる拡充・向上が求められています。
鉄道の施設部門に籍を置く私たちは、線路・土木構造物を健全な状態で維持し、鉄道の安全・安定輸送を支えるとともに、
駅や鉄道の持つポテンシャルを最大限に引き出すような建設・改良プロジェクトを推進して経営基盤を強化することに貢献し
ていますが、お客さまの利便性やサービスのさらなる向上に結びつく、駅の改良計画や輸送サービスの改善計画をプランニン
グするのも、私たちの重要な仕事のひとつです。これらの計画をつくり上げるには、現状調査に始まり、将来需要予測、線路設
備や停車場設備といった設備計画の検討などをもとに、多くのことを考慮して、輸送改善計画、駅改良計画、車両基地計画、
配線設計などをまとめ上げていきます。
これらはまさに私たちの技術力の結晶と言えるでしょう。
こういったことを踏まえ、今回の特集では、施設部門としての「お客さまサービス向上」の観点から、特集名を「駅・輸送サー
ビス改善計画」として、大都市鉄道ネットワークの拡充、輸送サービスの向上、駅とまちづくりとの連携、旅客設備の改良、バリ
アフリー化等の切り口で、各社の多様な取り組みとその「計画の考え方」
「計画論」を、計画策定にあたっての新たな取組みも
合わせてご紹介していきます。
本特集が、当協会の総合技術講演会における「停車場・計画部門」を今年度改称した「調査・計画部門」の活性化に結び付
いていくことも期待しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
協会誌編集事務局
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