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『岐阜県広域詳細道路地図』昭文社 2005
『全国観光動向』 昭和 62 年度版、昭和 63 年度版（日本観光協会）
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のＨＰ）
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http://thomas.dip.jp/hojo/（北条鉄道の紹介ページ）
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『ガンバレのと鉄道 未来へ向かって』
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交通権学会『交通権 現代社会の移動の権利』
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』（学陽書房 2005）
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http://homepage3.nifty.com/go̲/sin̲etu/（信越本線裁判を支える会のＨ
Ｐ）
http://www.ipss.go.jp/（国立社会保障・人口問題研究所のＨＰ）
LEX/DB INTERNET、判例データベースより、鉄道廃止許可処分取消等請求事件
（東京地裁平成 10 年 5 月 13 日の判決）、
信越線廃止許可処分取消請求事件（前
橋地裁平成 11 年 2 月 26 日の判決）
、同控訴事件（東京高裁平成 12 年 2 月 16
日の判決）
第3章
『鉄道ジャーナル』2004 年 8 月号（鉄道ジャーナル社）
国土交通省総合政策室『交通関係エネルギー要覧』
『交通年鑑』平成 16 年度版（交通新聞社）
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第4章
香川正俊『第 3 セクター鉄道と地域振興』
（成山堂書店 2000）
『鉄道ジャーナル』2000 年 7 月号（鉄道ジャーナル社）
『運輸と経済』2001 年 5 月号（財団法人運輸調査局）
『鉄道ピクトリアル』2000 年 5 月増刊号、2002 年 12 月号（鉄道図書刊行会）
『鉄道ジャーナル』1999 年 2 月号、1999 年 9 月号、2002 年 6 月号、2004 年
8 月号（鉄道ジャーナル社）
寺田裕一『データブック日本の私鉄』（ネコ・パブリッシング 2002）
岐阜県第三セクター鉄道連絡会議『岐阜県第三セクター鉄道の概要』平成 16
年度版（2005）
http://www.mlit.go.jp/ (国土交通省のＨＰ)
http://www.sna.jp/(スカイネットアジア航空のＨＰ)
http://www.skymark.co.jp/(スカイマークエアラインズのＨＰ)
http://www.sunfield.ne.jp/˜watakei/（わてつネットのＨＰ（わたらせ渓谷
鐵道のＨＰ）
）
http://www.hagakanko.com/（はが観光協会のＨＰ）
第5章
『鉄道ジャーナル』2004 年 8 月号（鉄道ジャーナル社）
『運輸と経済』2005 年 2 月号（財団法人運輸調査局）
『鉄道統計年報』平成 15 年度版（国土交通省鉄道局）
『日本国有鉄道 民営化に至る 15 年』（財団法人 運輸政策研究機構）
『ＪＲガゼット』2003 年 3 月号（交通新聞社）
『地域の交通条件の変化に伴う地域振興方策に関する調査報告書』
（国土庁地
方振興局 社団法人日本交通計画協会）
『地方鉄道復活のためのシナリオ‐鉄道事業者の自助努力と国・地方の適切
な関与‐』
（地方鉄道問題に関する検討会）
http://www.t-railway.co.jp/（高千穂鉄道のＨＰ）
以上のほかに、全編に渡って以下の資料を参考にしました。
香川正俊『第三セクター鉄道』
（成山堂書店 2000）
『ＪＲ時刻表』各号（交通新聞社）
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