
第8回全国高校生地方鉄道交流会 
in HOKKAIDO 

JR花咲線 

2019年8月吉日 



参加校募集告知 

日  時：2019年8月1日（木）～3日（土）の３日間 

開催場所：根室市総合文化会館及び花咲線沿線各地 

対象鉄道：JR北海道花咲線（根室―釧路） 

主  催：一般社団法人全国高校生地方鉄道交流会 

後  援：北海道庁、根室市、国土交通省北海道開発局、根室市教育委員会、東

京都私立中学高等学校協会 

協  力：北海道旅客鉄道株式会社 釧路支社、北海道放送株式会社、北海道新

聞社 根室支局、株式会社釧路新聞社 

参加資格：高等学校在学生徒を主としたメンバーが構成する団体で、地方の鉄道に関

心があり、その活性化に向けての企画案をパワーポイントの形式で提出できること。・鉄道

研究部員に限るものではなく、生徒会、郷土部、地域社会研究、有志団体も参加可

能     ・大会は地元メディアに公開されることを了解していること。 

・各校の教職員が引率すること 

参加費用：１名につき19,000円（引率教職員・中学生も同額） 

集合：2019年8月1日(木)11：00 釧路駅 

発表：2019年8月3日(土)9：45～11：45 根室市総合文化会館 

解散：2019年8月3日(土)14：00 根室市総合文化会館 予定 

申込方法：公式ホームページの応募フォームか下記エントリー書に記載の上、FAXにて

お申込み。または、下記申込フォームに記入の上、FAX03-6635-5301へFAX願いま

す。 

募集内容：【企画部門】花咲線をさらに活性化させるための企画案を提出・発表します。

【写真部門】花咲線と沿線地域を題材とした写真を期間中に撮影し、その芸術性を競

います 

テーマ：花咲線を残すために～地域のための花咲線をどう活かすか～ 

応募締切：2019年5月31日(金)必着 

① 



開催告知 

名 称  第８回全国高校生地方鉄道交流会 
  (鉄輪ピック2019㏌北海道)  
概  要   「第8回全国高校生地方鉄道交流会」は、根室市を始めJR北 
  海道のご支援を頂き、根室本線(花咲線)で開催することとなり 
  ました。        
          道東に位置し風光明媚、花咲線の愛称で知られる一方で、そ 
  の経営は困難を極め「維持困難線区」とされています。その花 
  咲線を高校生の若い目線・視点で調査研究し、地元の皆さま 
  との語らいの中から、どの様に再生・活性化させることができるの 
  か…。企画力と写真で競います。 
 
開 催 日   2019年８月１日（木）～３日（土）の３日間 
 
開催場所 8月1日   
  JR北海道 釧路運輸車両所 
  北海道立北方四島交流センター 
 
  8月2日 
  調査・研究 
   ・納沙布岬 
   ・花咲線沿線各地 
 
  8月3日 
  根室市総合文化会館 小ホール・多目的ホール 
 
対象鉄道    JR北海道根室本線「花咲線」 （根室―釧路間） 
 
開催内容 JR北海道釧路運輸車両所 見学 
  開会式 
  北海道立北方四島交流センター見学 
  ミニ交流会 
  花咲線沿線各地 調査・研究 
  企画部門プレゼンテーション 
  表彰式《写真部門・企画部門》 
  昼食交流会 

② 



参加校・宿泊 

NO 学校名・部 引率数 生徒数 

1 国立釧路工業高等専門学校・鉄道同好会 0 代表男子生徒 1名 

2 成城高等学校・鉄道研究部 男性教諭3名 男子生徒 23名 

3 北海道根室高等学校 男性教諭1名 女子生徒 3~4名 

4 目黒学院中学・高等学校 鉄道研究部 男性教諭1名 男子生徒 2名 

5 昭和鉄道高校 男性教諭1名 0 

施設名 旅館二美喜  

住  所 根室市西浜町2丁目46番地 

電  話   0153-23-2101 

アクセス   JR花咲線・根室駅徒歩15分 

部屋数 和室 トイレのみ有り 11室  

 和室 バス・トイレ無し 12室  

収容人数 60名 

浴場 有(大浴場) 

 17時～23時 

インターネット 有(wifi設備有) 

朝食 7時から 

夕食 18時～20時 

 

③ 



8月1日(木)   

釧路～根室 



集合11:15 参加校集合《JR北海道釧路支社前》 ⑤ 

https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519432899.html
https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519432874.html


釧路運輸車両所 見学 ⑥ 



JR花咲線 根室行 13:25発 5631D 乗車 ⑦ 

https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433116.html
https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433168.html


北海道立北方四島交流センター 〈ニ・ホ・ロ〉見学 ⑧ 

■根室市長よりご挨拶 

https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433220.html
https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433302.html
https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433264.html
https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433419.html


撮影についてレクチャー 写真家 井上浩輝氏 

1979年札幌市生まれ。 
札幌南高校、新潟大学法学部卒業 
東北学院大学法務研究科修了後、北海道に戻り、風景写真の撮影を開始。 
次第にキタキツネを中心に動物がいる美しい風景を追いかけるようになる。 
 
2016年に米誌「National Geographic」の『TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016』のネイチャー部門において、日本人初の1位を獲
得。 
自然と人間社会のかかわりへの疑問に端を発した「A Wild Fox Chase」というキタキツネを追った作品群を制作、発表してきた。 
2017年には、毎日放送の番組『情熱大陸』でも撮影する姿が取り上げられた。  
 
写真は国内のみならず海外の広告などでも使用され、近時は、北海道と本州を結ぶ航空会社 AIR DO 、SONY、東芝メモリなどと提携しながら野生動
物や風景など「いま生きている光景」にレンズを向けている。 
出版物には、写真集やエッセイ集がある。 

⑨ 



講演 ⑩ 

■根室市の歴史と自然【外山学芸員】 ■元島民による講話は興味深く聞き入っていた 

■終了後、参加校との意見交換 



8月2日(金)  

根室市内調査 



納沙布岬 ⑫ 

■一番興味をそそったのは「日本最東端ポスト」 



市内調査研究 ⑬ 



市内調査研究 ⑭ 



8月3日(土)  

鉄輪ピック発表～昼食交流会 



講演【花咲線の取り組みについて】JR北海道 釧路支社長 萩原 国彦様  ⑯ 

＜講演：花咲線の取り組みについて＞ 
北海道旅客鉄道株式会社 執行役員 釧路支社長 萩原 国彦様 
  
昭和40年  札幌生まれ 
平成元年         北海道旅客鉄道株式会社入社 
平成26年～30年  鉄道事業本部営業部長 
を経て平成30年6月 執行役員釧路支社長 現在に至る 

https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12501171801-14521546586.html


講演【鉄道がある町の魅力と、鉄道からはじまる物語。】写真家 矢野 直美氏 ⑰ 

＜講演：鉄道がる町の魅力と、鉄道からはじまる物語＞ 
写真家 矢野 直美様 
 
国内外を旅して写真を撮り、文章をつづる。鉄道旅を愛することから「元祖・鉄子」の愛称でも呼ばれる。 
写真作品とエッセイを発表しながら、様々なメディアに登場。著書に「汽車通学」（KADOKAWA／メディアファクトリー）、「おんなひとりの鉄道旅」（小学館）、
「鉄子の旅写真日記」(CCCメディアハウス)など 



第８回 全国高校生地方鉄道交流会（鉄輪ピック in HOKKAIDO） 

企画部門 表彰 



全国高校生地方鉄道交流会 会長賞 目黒学院中学・高等学校 ⑲ 



花咲線賞 北海道根室高等学校 ⑳ 



北海道旅客鉄道株式会社 釧路支社長賞 国立釧路工業高等専門学校 ㉑ 



根室市長賞 成城中学校・高等学校 ㉒ 



第８回 全国高校生地方鉄道交流会（鉄輪ピック in HOKKAIDO） 

写真部門 表彰 



井上 浩輝賞 「東のカーブ」 成城中学校 ２年 山本 匠真 ㉔ 



努力賞 「夏の風となれ、花咲線」 三宅 倖史 ㉕ 



努力賞 「自然とともに」 成城中学校 １年 山本 拓真 ㉖ 



会長賞 「現世と黄泉をつなぐ道」目黒学院高等学校 ２年 月本 和希  ㉗ 



花咲線賞 「最果ての海を横目に」 国立釧路工業高等専門学校３年 和田 真澄 ㉘ 



矢野 直美賞 「花咲Dream」 目黒学院高等学校 １年 兼髙 裕輝  ㉙ 



北海道根室振興局長賞 「暮らしと列車」成城中学校 ２年 峯岸 祐樹 ㉚ 



北海道旅客鉄道株式会社釧路支社長賞 「兆し」 成城高等学校 ２年 村上 寛明 ㉛ 



根室市長賞 「海の見える街」成城高等学校 １年 藤山 裕介  ㉜ 



参加作品 

「東の列車」  「日本の秘境駅」  「厚岸の日常」 

「昆布をみながら」 
「昆布と列車と」  「煙るタワーにバス続々」 

㉝ 



参加作品 

「蟻さえも冒険心」 「落石駅の風景」 

「果ての夕日」 「つづく」 

「はなさきせん」 

㉞ 



参加作品 

「永遠に」 「夢路」 「華麗なる落石海岸」 

「自然の中の花咲線」 「日本最東端駅へと続く道」 「フラワー」 

㉟ 



昼食交流会 ㊱ 



帰路 ㊲ 



番外編 ㊳ 

https://ameblo.jp/otasukematurika/image-12500336777-14519433450.html


各種告知 



フリーパブリシティ ㊵ 



フリーパブリシティ ㊶ 

■根室新聞 2019年7月26日 



フリーパブリシティ ㊷ 



北海道大学公共政策大学院 石井吉春氏メッセージ ㊸ 

花咲線存続を応援している北大公共政策大学院の石井です。 

4校の参加者の皆さま、この度は花咲線存続に向けた様々なアイディアを出していただき、ありがとうございます。 

存続のための一番の条件は、経費を削ることではなくて、多くの人に乗ってもらい、収入を増やすことです。 

新青森からの寝台列車運行、車ではできないお酒を飲みながらリラックスして乗車してもらうこと、バスとのダイヤ接続改善など、

まだまだ計画したり、アピールできることがいっぱいあることを示していただいたのが、とてもよかったです。 

重ねて感謝します。 

皆さんが、花咲線のファンになってくれて、いろいろ発信してくれることも、これからの存続活動には大切なことです。 

ぜひこれからも花咲線を応援してください。お疲れさまでした。 

公共政策研究者、公共政策コンサルタント。 
日本政策投資銀行地域政策研究センター副所長 
北海道大学公共政策大学院長・教授 
北海道自治体学会代表運営委員 
株式会社苫東会長 
北海道運輸交通審議会会長等を歴任。 
日本港湾協会企画賞受賞。  



Special thanks to you 


