
主査 古関 隆章（東大）
石井 信邦（運転協会）

古谷 由紀子
（消費生活アドバイザー）

鉄道総研
信号通信技術研究部長

交通研 交通システム研究領域
上席研究員

JR東日本 安全対策部次長

ＪＲ東海 安全対策部次長
ＪＲ西日本 安全推進部担当部長
京王 鉄道営業部長
南海 工務部長
大阪市交 事業監理担当部長
江ノ島電鉄 鉄道部長
関東運輸局鉄道部安全指導課長

主査 須田 義大（東大）
鉄道総研 企画室次長
交通研 交通システム研究領域長
ＪＲ東日本 総合企画本部
技術企画部 担当部長
ＪＲ東海 総合技術本部
技術開発部チームマネージャー
ＪＲ西日本
鉄道本部技術部 技術主幹
ＪＲ貨物 ロジスティクス本部
技術開発部 担当部長
東京地下鉄
鉄道本部車両部 部長
東急電鉄
鉄道事業本部電気部 統括部長
広島電鉄 電車カンパニー
鉄道技術グループマネージャー
日立製作所 電機グループ
水戸交通システム本部主管技師
自動車技術会 常務理事

主査 三木 千寿（東工大）
鉄道・運輸機構

国際業務室長
鉄道総研 国際業務室長
海外鉄道技術協力協会

企画本部長

ＪＲ東日本 国際部長
ＪＲ東海 国際部長
東京地下鉄 鉄道統括部長
川崎重工 営業本部長
日本車輌製造 海外部長
東芝 交通システム事業部長
日立製作所
海外交通営業本部長

住友金属 執行役員常務
三菱重工 交通システム部長
日本信号 海外営業部長
京三製作所 外国部長

主査 岩倉成志（芝浦工大）
下村匠 （長岡技術科学大）
鎌田崇義（東京農工大）
近藤圭一郎（千葉大学）

JR東日本 東京工事事務所

工事管理室長
JR東海 技術企画部担当課長
JR九州 施設部工事課長
JR貨物 車両検修部サブリーダー

小田急 運転車両部課長
東武鉄道 工務部課長
近鉄 電気部課長
鉄道・運輸機構 鉄道建設本部
計画部計画課総括課長補佐

鉄道総研 軌道管理研究室長
交通研 交通システム研究領域

主任研究員

海外展開・国際貢献ＷＧ海外展開・国際貢献ＷＧ技術開発ＷＧ技術開発ＷＧ

安全・安定輸送ＷＧ安全・安定輸送ＷＧ 技術企画ＷＧ技術企画ＷＧ

技術・安全小委員会の体制技術・安全小委員会の体制

鉄鉄 道道 部部 会会

本委員
・森地 茂（政策研究大学院大）
（部会長）
・山内 弘隆（一橋大）

（部会長代理）

・佐藤 友美子（サントリー）
・佐和 隆光（立命館大）
・高橋 玲子（トミー）
・宮下 正美（交運労協）
・廻 洋子（淑徳大）

臨時委員
・飯島 希（気象予報士）
・家田 仁（東大院）
・井口 典夫（青学大）
・井口 雅一（東大）
・古関 隆章（東大院）
・須田 義大（東大）
・竹内 健蔵（東京女子大）
・永井 正夫（東農工大）

専門委員
・石井 信邦（運転協会）
・伊藤 克人
（東急健康管理センター）
・梅﨑 壽（東京地下鉄）
・佐藤 茂雄（民鉄協）
・清野 智（ＪＲ東日本）
・菅原 秀夫（東京都）
・山口 昌紀（近鉄）
・垂水 尚志（鉄道総研）
・中川 彰（JR東海）
・仁志田 昇司
（福島県伊達市長）
・西田 寛（京阪）
・橋口 誠之（JR東日本）
・古澤 和秋（上毛電鉄）
・水間 毅（交通研）
・大橋 忠晴（川崎重工）
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臨時委員
・飯島 希（気象予報士）
・井口 典夫（青学大）
・竹内 健蔵（東京女子大）

臨時委員
・家田 仁（東大院）
・井口 雅一（東大）
・古関 隆章（東大院）
・須田 義大（東大）

・永井 正夫（東農工大）

技術・安全小委員会ワーキンググループ技術・安全小委員会ワーキンググループ
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安全・安定輸送ＷＧ安全・安定輸送ＷＧ

海外展開・国際貢献ＷＧ海外展開・国際貢献ＷＧ
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技術・安全小委員会スケジュール技術・安全小委員会スケジュール
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※最終とりまとめ後も必要なフォローアップを実施
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