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車が昭和56（1981）年10月1日から稲毛駅に停車するように
なります（右記コラム参照）。
　快速電車の停車により東京駅まで約40分で結ばれ、快速
と各駅停車の2路線が利用できるようになった稲毛の街は、
都内に通勤する人々のベッドタウンとして発展を続け、稲毛
駅はJR東日本管内の１日の乗車人員が50,138人（JR東日
本2013年統計）を数える、全国93位、千葉市内では千葉駅、
海浜幕張駅に次ぐ第3位の駅となりました。

　美しい街を守るために
　～「国電稲毛駅周辺を美しくする会」の結成
　昭和55（1980）年9月、稲毛駅に快速電車が止まるという
決定を受けて、駅周辺を美しくしようという声が誰からとも
なく広がり、地元住民による「国電稲毛駅周辺を美しくする
会」が結成されました。

　乗降客の増加に
よる放置自転車が
問題となっていた稲
毛駅前では、市役所
による自転車置場
の設置と増設がた
びたび行われ、駅前
の環境整備が進め

られました。千葉西警察署や交通安全協会の協力も受けなが
ら、町内会・自治会・婦人会・老人会・子ども会、そしてPTAな
ど、600人の地元有志の方々が、このクリーン作戦に参加しま
した。その意思は地元商店会や市内でボランティア活動をさ
れる学生、ワークショップなどの方々に、いまも引き継がれて
います。
　60年前まで、ぺんぺん草が生えていた稲毛駅周辺。東口
開設と快速停車、そして多くの人々の協力により、稲毛は新し
い街となりました。当時掲げられたスローガンは「みんなの町
だ！みんなできれいに美しく！」。120周年に向けて歩みを進
める稲毛駅とともに、この精神をひとりひとりが心がける街
であり続けて欲しいと思います。

（文責：いいね稲毛!実行委員会）

「115周年を迎えたJR稲毛駅」

　稲毛駅の誕生
　～潮干狩りへの道しるべの駅として
　今年9月13日に115年を迎えたJR東日本・稲毛駅は、市川
～佐原間を結ぶ総武鉄道株式会社の駅として、明治32
（1899）年に誕生しました。
　明治40（1907）年9月1日には総武鉄道が日本政府に買収
され日本国有鉄道（国鉄）の駅となり、その後国鉄の分割民営
化により、現在はJR東日本の駅として、わたしたち稲毛住民
の交通・生活の基点として親しまれています。
　戦前の稲毛は避暑地として、そして海水浴場や潮干狩りの
場として全国的に知られていました。稲毛駅は「潮干狩りへの
道しるべの駅」として、全国各地から訪れる観光客で賑わい
ました。また、明治生まれの稲毛駅駅舎は、歴史ある建物とし
ても知られていました。
　昭和10（1935）年7月1日には電車運転が開始され、5両編
成の電車に乗務する女性車掌さんが、「ピー」と笛の信号とと
もに“男女同権”を示す光景が、昭和20年前後まで見られま
した。今では多くの商店と人々で賑わう稲毛駅前広場（現西口
ロータリー）付近は、昭和55年頃までは30坪ほどのバラック
の商店が数件並ぶだけの、のどかな風景でした。

　東口の開設と快速停車
　～千葉市内第3位の乗車人員の駅に発展
　元々は海側の西
口改札しかなかっ
た稲毛駅ですが、稲
毛駅東口開設促進
会の10余年に渡る
働きかけにより、昭
和35（1960）年に
現在の東口が完成
しました。さらに昭和53（1978）年の稲毛駅前の区画整理と
ともに稲毛駅は高架となり、東西の交通に支障をきたしてい
た「開かずの踏切」からも開放され、駅周辺の交通は大きく変
わりました。その後、故・林三蔵氏率いる地元有志の活動「国
電稲毛駅快速電車停車促進委員会」によって、念願の快速電

1960年代中ごろから70年代初頭の稲毛駅

■JR東日本 稲毛駅　千葉市稲毛区稲毛東3-19-22
写真提供：JＲ東日本千葉支社、稲毛東3丁目 細山芳郎氏／参考文献：「稲毛駅と快速電車（林三蔵氏寄稿）」　

JR稲毛駅・松本駅長より、メッセージをいただきました！
　7月1日付で、稲毛駅長に着任しました松本です。
　稲毛駅は、昭和56年3月、私が新入社員で配属された最初の駅であり、
非常に思い出の深い駅であります。仕事内容は、緩行のホーム担当でした。
当時は快速ホームの工事中で、緩行線を快速・貨物列車等が通過していた
ような時代でもありました。快速電車は、この年の10月に停車したと記憶
にあります。
　また、昭和59年～平成3年まで稲毛駅で仕事をしていたこともあって、
この思い出深い駅に駅長として着任できたことを非常に嬉しく思っており
ます。当時の駅とは見違えるほど構内店舗が入っており、活気が溢れていると感じます。
　現在、駅内の耐震工事やそれに伴う塗装工事等によりご迷惑をおかけしておりますが、11月頃にはす
べて終了いたします。地域の皆さまが安心して駅をご利用いただけるよう努めてまいりますので、宜し
くお願いいたします。

昭和52年1月18日荒木千葉市長は議員関係者、各派幹事長を
市長室へ招き、津田沼－千葉間に1ヵ所、快速電車停車駅に
ついて相談した。
各関係議員より検見川駅、幕張駅、稲毛駅の発言があった。
当時、検見川駅は1日乗降客数4万人、幕張駅4万5千人、稲毛
駅8万人である。稲毛駅に止まるのが常識的ではあるが、政
治は常識では解決しない。
しかし多くの議員は林三蔵議員が数年前より稲毛駅停車の
促進会会長である、稲毛駅に反対するとウルサクてしょう
がない、と発言があり、荒木市長も笑いながら稲毛駅停車を
国鉄に申し出ることになった。
同席の山本都市部長も一安心の顔。
荒木市長は昭和52年4月10日国鉄に申請された。その後荒木
市長の急死に伴い松井市長となり、松井市長へ再申請を促
進し昭和52年7月21日に申請され昭和56年10月1日に稲毛駅
に快速電車が止まることが決定した。
請負駅は地元負担で快速電車ホーム建設費予算18億円は、
市3分の2、県3分の1負担するのが建前である。が、成田空港
パイプラインの見返りとして運輸省が全額負担することと
なった。これは松井市長の功績と地元の努力である。21年前
に稲毛駅東口が出来なかったら小仲台方面の発展も稲毛に
快速電車も止まらなかったであろうとは古老の話である。

昭和56年10月1日発行
「稲毛駅と快速電車」林三蔵氏寄稿より抜粋

工事中の駅に掲げられたスローガンの横断幕

コラム
稲毛駅に大きな変革をもたらした快速電車停車。
その当時の様子が、実現にご尽力された
林三蔵氏の手記に残されています。

快速電車停車を記念して行われた祝賀パレード

JR稲毛駅長と行く日帰りツアー第二弾！
レトロなディーゼルカーが走る小湊鉄道に乗って、秋の
養老渓谷を訪れます。温泉入浴と“ごりやくランチ”付き！
◆開 催 日： 10月21日（火）（稲毛発8：46、稲毛着17：58予定・雨天決行）
◆定　　員： 30名（最少催行人数2名）　
◆旅行代金： （一般） 6,020円
 （いいね稲毛！応援団会員5％OFF特典） 5,730円
◆お 申 込： いいね稲毛!事務局まで（10月14日（火）締切）
　　　　　  TEL／043-204-8215（リカープラザ大越酒店内）

JR稲毛駅長と行く!
房総日帰り旅行
～秋の養老渓谷を満喫～

JR稲毛駅長と行く!
房総日帰り旅行
～秋の養老渓谷を満喫～

稲毛活性化プロジェクト
【いいね稲毛！】より 2011年に発会した「いいね稲毛！」の活動は、JR稲毛駅と深いつながりがあります。東日本大震災から二ヶ

月後の2011年5月のこと、部屋で偶然見つけた記念メダル（あの揺れで机の引き出しから飛び出したので

しょう）に、「1981年10月1日・国電稲毛駅快速電車停車記念」と刻印されていることに気づきました。1981

年はこの年からちょうど30年前。このメダルを見ながら、この30周年を機に「稲毛の地域力を集結して強い

つながりを持つ街にしたい」「皆で助け合う街にしたい」…そんな想いが、頭を駆け巡りました。

その想いを形にしようと9名のメンバーから始まったこのプロジェクトも、今年で3年目を迎えました。これ

からもサポーター店・応援団の皆様とともに、“明るく楽しく元気な稲毛”をテーマに、稲毛駅を中心にたくさ

んの稲毛愛を届けてゆきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いいたします。（発起人･大越智華子）

JR稲毛駅115周年、おめでとうございます！

1981年に発行された
稲毛駅快速停車
記念メダル
（実物大）



発行：稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！
〒263ー0031 千葉市稲毛区稲毛東3ー16ー2（リカープラザ大越酒店内）
☎043ー204ー8215  　 043ー203ー4077 　　office@1117inage.net 
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国内唯一の放射線総合研究機関
独立行政法人 放射線医学総合研究所

Inage Column
いなげ・こらむ Vol.9

　放医研では、年に1回一般公開が行われています。一般公開
日には、緊急被ばく医療支援チーム「REMAT（リーマット）」の特
殊車輛や医療施設、医療専用として世界で初めて開発された
重粒子線がん治療装置（HIMAC）などが見学できるほか、最先
端の科学技術を体験することができます。がん医療相談会も同
時に行われ、専門医の方々に医療相談をすることもできます。
　公開日以外でも、予約をすれば見学可能。「放医研って、どん
な施設なんだろう？」と興味のある方は、ぜひ一度見学に訪れて
みてはいかがでしょうか。

　“放医研”として知られる独立行政法人放射線医学総合研究
所は、放射線と人との関係について総合的な研究開発に取り組
む、国内で唯一の研究機関です。1957（昭和32）年の創立以
来、放射線医学に関する科学技術の向上を目指す研究拠点とし
て、医療をはじめとして、さまざまな活動を展開してきました。
　放医研には「放射線の安全性と医学利用」「放射線安全・緊急
被ばく医療研究」の2つの研究領域があり、
●重粒子医科学センター…人に優しいがん治療を研究
●分子イメージング研究センター…生命の姿を分子で読み解く
●放射線防護研究センター…放射線の人と環境への影響を研究
●緊急被ばく医療研究センター…被ばく医療の中核を担う
●研究基盤センター…放医研の幅広い研究を支える
の5つの組織によって、日々専門的な研究が行われています。
　放医研の活動は国内のみならず、世界的な取り組みとしても
行われており、国際機関や海外の大学・研究機関との協力・交
流、発展途上国の放射線作業従事者の方々への技術協力など、
国際社会への貢献も果たしています。2010（平成22）年1月に
は、重粒子線治療などの総合的な放射線医療分野で、国際原子
力機関（IAEA）の協働センターにも認定されました。

■いいね稲毛！サポーター店　［食べる・飲む］ Bar ピケピケ／Lounge Aka-Tombo／Jazz Spot CANDY／焼酎ダイニング なべ忠／Bar ムーンティアーズ／やきとり御嘉家”／カウンターパブ ビリーヴ
izakaya銘酒の里／鶏料理専門店 鶏三／炭火やきとり 鳥繁／和創旬彩くうひな／居酒屋 魚菜蔵／イタリアンダイニングバー Babe／カレーレストラン シバ／串焼屋 鉄／ホルモン闇番長 稲毛店／ミュージックバー フルハウス
屋台拉麺 一's （いちず）／鮮炉端酒房うんめいや／魚料理専門店 魚将／GLAMOROUS／パスタハウス プリモ／Bar ペーパームーン／中華食堂 華葉軒（中央市場）／ダイニングバー 食ん菜／自家製太打麺 勢拉 稲毛店
Bar de Espana i-nage／Ｓhu肴 和moon　［買う］ リカープラザ大越酒店／ブルーレース.ジュエリー工房／菓子･茶の専門店 茶の和　［美容・健康・癒し］ 美容室 ロマンティックローズボンボン／美容室 Apakabar
Advanced Hair／なみき歯科医院／耳つぼダイエット リフレッシュ千葉店／OBMボディバランスセラピー／アロマサロン ヌーベルコピーヌ／いなげ駅前整骨院／エステティックサロン ラン･アンベリール／ネイルサロン Burny
rocca hair innovation／夢の樹 ViVi稲毛店　［学ぶ］ パソコンスクール Flower／響カラオケボーカル教室／空手道 武現塾／ピラティス＆ヨガスクール Studio Mix／キックボクシングジム マスターズピット
海老原ダンススクール／ストリートダンススタジオ KICKS／レンタルスタジオ アドバンス／レセ・フェールバレエ 稲毛教室　［ビジネス］  総合広告代理店 トーニチ／海浜不動産株式会社 稲毛本店／メッセ・セキュリティ株式会社
税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所／司法書士 好井秀行事務所／BCP（事業継続計画）策定支援 オフィス エフ／いなげ司法書士・行政書士事務所　［その他］ 須藤材木店／読売新聞 稲毛／読売新聞 稲毛東部
ライブハウス 稲毛K'sDream／ふれあい型リハビリ デイサービス ちゃお

■いいね稲毛！団体サポーター　礼神伝SHALL稲毛　　■いいね稲毛！スポンサー企業　有限会社飯田産業　千葉信用金庫稲毛支店　株式会社リカープラザ

◎INAGE TIMES！ は下記の店舗で配布しています　◎バックナンバーはいいね稲毛！ホームページでご覧頂けます

放射線医学総合研究所ホームページをもとに制作

■ニルス理科実験クラブ
放医研OBの方々が運営するボランティア活動団体。子供たちに観察や実験を通じ
て自然に親しみ自然の理解を深めよう！と、千葉科学館などで楽しい理科実験教
室を開催しています。いいね稲毛！「いなげ寺子屋」でも大活躍してくださいました。
「稲毛ふれあい事業」認定者。
（写真左から）福士育子さん、種田信司さん、井上義和さん、武藤正弘さん。

【場所】千葉市稲毛区穴川4-9-1　【電話番号】043-251-2111（代表）
【アクセス】JR稲毛駅から徒歩10分　【ホームページ】“放医研”で検索

いなけん？　イベント？

※応募に際して提供された個人情報については、本検定に関わる事項のみに使用され、
　その他の目的には使用されません。
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Vol.7の答え　問1／①お茶と海苔の店　問2／②4～6歳　問3／②毎週金曜日

稲毛のこと、もっと学んでみませんか？［いなけん］に答えて、
いいね稲毛！ホームページよりご解答ください。全問正解され
た方には抽選で10名様にINAGE TIMESがファイルできる
バインダーをプレゼント！ （2014年11月30日〆切）
当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

Q1
JR稲毛駅
今年で開業何周年？

①111年
②115年
③120年

Q2
JR稲毛駅、千葉市内で
は乗降客数何位？

①3位
②5位
③7位
（2013年JR東日本統計参考）

Q3
放射線医学総合研究所 
の愛称は？

①包囲研
②放医研
③方位研

稲毛寺子屋稲毛寺子屋
秋の「稲毛寺子屋」では、夜灯祭りを彩る灯篭
を手作りする制作会、いざという時に役立つ
AED教室を開催します。
お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

作ってみよう！体験してみよう！

秋の稲毛寺子屋

「いいね稲毛！」ホームページよりお申込ください。
（ご不明な点もホームページよりお問い合せください）

お申込方法

10/12（日） 9:30～12:30
稲毛の秋の風物詩「稲毛あかり祭夜灯（よとぼし）」。
その灯りとなる灯篭をあなたも作ってみませんか？
［協力：稲毛あかり祭夜灯実行委員会］

夜灯の灯篭を一緒につくろう！
とう  ろう

【会　場】 スタジオアドバンス
　　　　 （稲毛区稲毛東3-16-2 リカープラザビル4F）
【定　員】 20名　　【持ち物】 不要
【締　切】 開催当日まで（定員になり次第締切）

参加無料

11/30（日） 13:30～15:00
応急措置に必要なAEDの知識を学びます。
成人を対象とした救命処置（心肺蘇生法・AEDの使
用・気道異物の除去）と止血法を習得します。

AED使い方教室 ～普通救命講習Ⅰ～

【会　場】 稲毛消防署 （千葉市稲毛区穴川4-12-2）
　　　　 ※稲毛消防署前13：20集合
【定　員】 15名　　【持ち物】 筆記用具
【締　切】 開催当日まで（定員になり次第締切）

参加無料

「つながる、広がる、稲毛の輪」
メッセージリンク

稲毛No.1（？）のおしどり夫婦、佐藤晋さん・
里美さんご夫妻の経営する串焼き屋「鉄」は
JR稲毛駅西口徒歩2分の人気店です。
晋さんは心優しく男気のある、真悟さんに
とってはまさに兄貴分的存在。里美さんはお
しゃべり好きなチャキチャキ姉御という感じで、
お店ではいつも賑やかで楽しい時間を過ごし
ているそうです。
備長炭で焼きあげる串は絶品。真悟さんのオ
ススメはレバーとつくね。串焼きだけでなく、
銚子直送のお魚も新鮮でビンビン！「鉄」へ
行ったら食べ過ぎ、飲み過ぎに要注意（笑）。

いいね稲毛！ サポーター店店主がリレー形式で
親しい店主を紹介するコーナーです。 イタリアンダイニングバーBabe

渡邊真悟さん（写真右。
左は串焼屋 鉄の里美さん。）

串焼屋　鉄
稲毛区稲毛東3-8-13
エクセレンス稲毛2F
☎043-244-9850
営業時間／17:00～01:00
（不定休）

ギネスビールが好きな晋さんがムーン
ティアーズに飲みにきてくれたのがきっ
かけで、それ以来仲良くさせてもらって
ます。これからもヨロシクです！


