
平成２９年度事業報告 

１ 事業の概要 

平成２９年度は、公益財団法人鉄道総合技術研究所（以下、鉄道総研）から受

託する業務が、｢技術情報に関する業務委託｣として関連する全ての業務を一体

化した包括契約となり、各事業の業務管理等の作業が追加された。それに伴い、

鉄道総研の職員を研友社に出向受入した。包括契約に移行したことにより、業務

の流れが一部変更されたことから、特に業務の円滑な遂行に配慮し、所期の目標

をほぼ達成することができた。 

１．１ 鉄道技術の研究開発成果の普及事業 

鉄道総研の研究開発成果を普及するため、平成２９年度に実施した事業の概

要は次のとおりである。 

（１）鉄道総研発行誌の製作業務 

鉄道総研発行誌 単位 平成２９年度 平成２８年度 

鉄道総研報告（月刊） 部／刊 １，２００ １，２００ 

ＲＲＲ（鉄道総研レビュー、月刊） 〃 ３，５００ ３，５００ 

QR（Quarterly Report of RTRI、季刊） 〃 ５５０ ５５０ 

WRT（海外鉄道技術情報、季刊） 〃 ３００ ３００ 

Ascent（英文広報誌、年 2 回） 〃 １，１００ １，１００ 

（注）各誌の発行部数は各刊の平均値。 

（２）鉄道総研発行誌の発送業務 

鉄道総研発行誌 単位 平成２９年度 平成２８年度 

鉄道総研報告（月刊） 部／年 ２，２８３ 

８，２９８ 

２，２７８ 

８，２８７ 

ＲＲＲ（鉄道総研レビュー、月刊） 〃 ４，８８０ 

３０，５８６ 

４，８６２ 

３０，６４８ 

QR（Quarterly Report of RTRI、季刊） 〃 １，２９６ １，３０４ 

WRT（海外鉄道技術情報、季刊） 〃 ４２７ ４３２ 

Ascent（英文広報誌、年 2 回） 〃 印刷業者が発送 印刷業者が発送 

（注）２段書きのうち、上段は情報管理部等、下段は鉄道技術推進センター分。 

 



（３）鉄道総研発行誌の販売業務 

鉄道総研発行誌 単位 平成２９年度 平成２８年度 

鉄道総研報告（月刊） 部／年 ９７０ ９８８ 

ＲＲＲ（鉄道総研レビュー、月刊） 〃 ２,１７０ ２,３０５ 

QR（Quarterly Report of RTRI、季刊） 〃 ７６ ７７ 

WRT（海外鉄道技術情報、季刊） 〃 １４３ １５７ 

 

（４）鉄道総研研究開発成果の普及・販売業務 

分類 単位 平成２９年度 平成２８年度 

材料販売 件／年 ０ １３ 

 

（５）鉄道構造物等に関する設計標準図書等の販売業務 

刊行誌 単位 平成２９年度 平成２８年度 

技術基準図書関係 部／年 ４，２４３ ５，８８２ 

わかりやすい鉄道技術シリーズ 〃 ４，２３２ ３，８０７ 

事故に学ぶ鉄道技術シリーズ 〃 ９１４ ３，１４５ 

 

（６）技術講座・講習会等の開催業務 

事業名 講座数・受講者数 平成２９年度 平成２８年度 

鉄道総研技術講座 講座数／年 ２９ ３１ 

受講者数／年 １，８１７ １，８９５ 

月例発表会 開催回数／年 東京 8 回 

大阪 2 回 

東京 8 回 

大阪 2 回 

出席者数／年 １，２７５ １，２３１ 

鉄道総研講演会 出席者数 ５７３ 

 

６５３ 

適性検査員講習会 受講者数 ９４ 

 

９９ 

鉄道地震工学研究センター

Annual Meeting 

出席者数 １５１ １４０ 

 

高速車両用輪軸に関する

研究委員会 

委員会 ２ ２ 

幹事会 ２     ２ 

 

 



１．２ 鉄道技術の研究開発の支援事業 

鉄道総研の研究活動を支援するため実施した事業の概要は次のとおりである。 

（１）鉄道総研図書室の管理業務 

分類 単位 平成２９年度 平成２８年度 

開館日数 日／年 ２３６ ２３３ 

入館者数 人／年 ７，０８０ ７，９２４ 

貸出冊数 冊／年 ５，８４３ ６，２９３ 

図書受入 冊／年 ９，３２２ ８，５７７ 

レファレンス対応 件／年 ８９ １７６ 

 

（２）鉄道技術文献の収集検索業務 

分類 単位 平成２９年度 平成２８年度 

文献入手・紹介 ※１ 件／年 ８２３ ７５３ 

複写サービス ※２ 枚／年 １，３８７ １，０９８ 

※１鉄道総研図書室内文献の入手対応 

※２鉄道総研職員、ＪＲ、鉄道総研技術推進センター会員、他から依頼された総枚数 

 

（３）鉄道総研データベース関連業務 

ア 鉄道総研ホームページのデータ入力及び管理 

分類 単位 平成２９年度 平成２８年度 

ページ作成・修正作業等 件／年 ３１７ ６０９ 

イ 鉄道技術文献のデータベース入力及び管理 

項目 単位 平成２９年度 平成２８年度 

鉄道総研発行誌 件／年 １，９９２ ８４３ 

鉄道関係雑誌 〃 １０，７４５ ２６，６９４ 

研究成果報告類 〃 ３，５８６ ３，５４４ 

本文読み込み ページ／年 １２７，０７９ ８０，２１５ 

 

１．３ 国内外の鉄道及び鉄道技術の調査事業 

「世界の鉄道及び鉄道技術の調査・収集・公開事業」（公益目的支出計画：継

１）として、世界の主要なメディアから、最新の鉄道及び鉄道技術情報を調査・

収集し、研友社のホームページに掲載するとともに、希望者に電子メール送信に

より無償提供した。 



HP 掲載件数 単位 平成２９年度 平成２８年度 

提供数 件／年 ７，８１９ ７，８９０ 

 

１．４ 鉄道技術等に関する調査研究の助成事業 

「鉄道技術等に関する調査研究の助成事業」（公益目的支出計画：継２）とし

て、次の４件を実施した。 

ア 自然斜面崩壊に及ぼす樹木根系の抑止効果と降雨時の危険度評価に関す

る研究 

イ 山陰地方の降積雪変動の解明と２０１７年大雪に伴う大規模交通障害の

実態分析 

ウ 風化安山岩類からなるのり面の崩壊要因に関する基礎研究 

エ エージェントモデルによる東京圏都市鉄道の超高頻度運行の可能性 そ

の２ 

なお、平成２９年度の研究成果の本文を鉄道総研（図書室）に寄贈し、ダイジ

ェスト版を Annual Review として発行し、関係機関に配付した。 

 

１．５ その他事業 

（１）調査事業 

項目 単位 平成２９年度 平成２８年度 

海外鉄道事故情報に関する

調査分析 

収集 件／年 １９１ １５１ 

登録 〃 ９５ ９９ 

先端技術動向に関する調査分析 〃 １ ２ 

（２）翻訳事業 

翻訳事業 種別 単位 平成２９年度 平成２８年度 

目次翻訳 ― 件／年 ３，７７０ ４，３３５ 

鉄道国際規格 ― 〃 １ ５ 

Ascent の翻訳 ― 〃 ３ 1 

委託された翻訳 

 

鉄道総研依頼 〃 ３２ ３０ 

他からの依頼 〃 ６ ６ 

外国語校閲 ― 〃 ３０３ ３５０ 

ネイティブチェック QR 〃 ４９ ４９ 

研究室依頼 〃 ７ １ 

Ascent 〃 ３ １ 



 

（３）その他 

ア 鉄道品質マネジメント規格調査及び対応方策検討（国土交通省受託） 

 

２ 庶務事項 

２．１ 登記及び届出 

（１）登記 

代表理事（会長）変更登記            平成２９年 ４月 １日 

評議員、理事及び監事変更登記          平成２９年 ６月３０日 

代表理事（会長、理事長）変更登記        平成２９年 ７月 １日 

代表理事（理事長）変更登記           平成２９年１０月 １日 

（２）届出 

公益目的支出計画実施報告書等         平成２９年 ６月３０日 

 

２．２ 会議 

（１）平成２９年度第１回理事会（決議の省略による理事会） 

理事会の決議があったとみなされた日        平成２９年４月１日 

理事会の決議の目的である事項 

 議案１ ① 垂水尚志を会長に選定し、代表理事とする 

     ② 西江勇二を常務理事に選定し、業務執行理事とする 

（２）平成２９年度第２回理事会（決議の省略による理事会） 

理事会の決議があったとみなされた日       平成２９年５月９日 

理事会の決議の目的である事項 

 議案１ 退任の常勤理事への退職慰労金の支給の件 

（３）平成２９年度第３回理事会（定例） 平成２９年６月９日 [国立商協ビ

ル（さくらホール）] 

決議事項 

 議案１ 平成２８年度事業報告及び同附属明細書の件 

議案２ 平成２８年度決算の件 

議案３ 公益目的支出計画実施報告書等の件 



議案４ 平成２９年度事業計画及び収支予算書改定の件 

議案５ 平成２９年度定時評議員会の招集の件 

報告事項 

報告１ 会長、理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件 

報告２ 理事の権限規程別表改定の件 

（４）平成２９年度定時評議員会  平成２９年６月３０日［アルカディア市

ヶ谷] 

決議事項 

議案１ 平成２８年度決算の件 

議案２ 評議員選任の件 

議案３ 理事及び監事選任の件 

報告事項 

報告１ 平成２８年度事業報告及び同附属明細書の件 

報告２ 公益目的支出計画実施報告書等の件 

報告３ 平成２９年度事業計画及び収支予算書改定の件 

報告４ 理事の権限規程別表改定の件 

（５）平成２９年度第４回理事会（決議の省略による理事会） 

理事会の決議があったとみなされた日       平成２９年７月１日 

理事会の決議の目的である事項 

 議案１ ① 垂水尚志を会長に選定し、代表理事とする 

     ② 荻野隆彦を理事長に選定し、代表理事とする 

（６）平成２９年度第５回理事会（決議の省略による理事会） 

理事会の決議があったとみなされた日       平成２９年１０月１日 

理事会の決議の目的である事項 

 議案１ 西江勇二を理事長に選定し、代表理事とする 

（７）平成２９年度第６回理事会（決議の省略による理事会） 

理事会の決議があったとみなされた日      平成２９年１２月２７日 

理事会の決議の目的である事項 

 議案１ 退任の常勤理事への退職慰労金の支給の件 

（８）平成２９年度第７回理事会（定例）  平成３０年３月１９日［立川グ



ランドホテル］ 

決議事項 

 議案１ 平成３０年度事業計画書及び収支予算書の件 

議案２ 平成２９年度第２回評議員会の招集の件 

報告事項 

報告１ 平成２９年度収支決算見込の件 

報告２ 会長、理事長及び常務理事の職務執行状況の報告の件 

（９）平成２９年度第２回評議員会 平成３０年３月２６日 [アルカディア市

ヶ谷] 

報告事項 

報告１ 平成２９年度収支決算見込の件 

報告２ 平成３０年度事業計画書及び収支予算書の件 

 

２．３ 要員 

平成 29 年度期首・期末の要員数は以下のとおりである。 

職  名 ２９年度期首 ２９年度期末 記 事 

常勤役員 ３ ２  

職  員 ８ 

７ 

１１ 

 

１名退職、４名採用 

嘱  託 ７ 

 

８ １名退職、２名採用 

出向受入 ４ ５  

契約職員 ５ ３ １名採用、３名職員採用 

非常勤嘱託 ６ ６ 英文校閲 2 名、調査 4 名 

計 ３３ ３５  

 

  



平成２９年度事業報告の附属明細書 

 

平成２９年度事業報告については事業報告に記載のとおりであり、一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定する「事業

報告の内容を補足する重要な事項」はない。 


