
1 
 

新型ホームドアに関する技術ＷＧ（第１回）出席者名簿 
 

北海道旅客鉄道（株）          広岡 浩彦  安全推進部 課長 

                       山田  収  工務部設備課 課長 

東日本旅客鉄道（株）          佐藤  修  安全企画部 課長 

                       岩崎 幸太  設備部 課長 

東海旅客鉄道（株）           六車 弘人  技術企画部 副長 

                       三上 雅彦  投資計画部 副長 

西日本旅客鉄道（株）          桑野 浩二  施設部機械課 担当課長 

                       田中 恭介  技術企画部 

四国旅客鉄道（株）           塩田  正  工務部工事課 副長 

九州旅客鉄道（株）           岩本 浩樹  安全創造部技術調査推進室 室長 

                       石井 敏之  施設部設備課 副課長 

                       鶴添 真二  施設部設備課 主査 

東武鉄道（株）             遠藤  隆  施設部通信施設課 課長 

西武鉄道（株）             仲條  裕  安全推進部 課長 

                       小笠原基行  安全推進部 主任 

京成電鉄（株）             角  博信  信号通信課 課長 

                       諸岡 利憲  信号通信課 課長補佐 

京王電鉄（株）             石坂 真二  工務部 土木課長 

小田急電鉄（株）            土井 文平  電気部 課長 

                       野辺亮太郎  電気部 課長代理 

東京急行電鉄（株）           矢澤 史郎  電気部 計画課長 

                       佐々木健之  電気部 計画課技術員 

京浜急行電鉄（株）           岩切 秀康  安全推進部 課長 

森田 憲和  鉄道統括部事業統括課 調査役 

相模鉄道（株）             中田 裕之  経営管理部 課長 

                       深谷 英正  施設部施設計画課 課長 

名古屋鉄道（株）            山縣 正明  土木部 建設課長 

                       渡辺 雅彦  車両部 車両課長 

近畿日本鉄道（株）           三重 和宣  企画統括部技術管理部 課長 

                       山田 雅彦  企画統括部技術管理部 課長 

南海電気鉄道（株）           宮野  誠  鉄道営業本部統括部 課長 

                       三好 将史  鉄道営業本部統括部 課長補佐 

京阪電気鉄道（株）           村上 博之  安全推進部 課長 

                       中蔵  勝  安全推進部 係長 

阪急電鉄（株）             渡邊 和洋  技術部 課長 

                       片岡 孝視  技術部 課長 

阪神電気鉄道（株）           増味 康彰  運輸部 課長 

                       小原 和浩  工務部 課長 

西日本鉄道（株）            山田 三基  施設部 駅施設課長 

                       末次 由幸  運転車両部 運転課長 
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東京地下鉄（株）            野町 琢爾  鉄道統括部計画課 課長 

                       酒井 省二  電気部設備課 課長 

東京都交通局              生越 啓史  総務部 総合技術調整担当課長 

                       一條 勝夫  車両電気部 信号通信課長 

名古屋市交通局             平林 直文  電車部電車施設課 課長 

                       関山 恭弘  施設部営繕課 主幹 

京都市交通局              金山 泰之  高速鉄道部 技術監理課長 

神戸市交通局              平山  博  高速鉄道部 施設管理課長 

大阪市交通局              大森 章行  電気部 電気設計課長 

 

自動車技術総合機構交通安全環境研究所  大野 寛之  交通システム研究部 主席研究員 

森  裕貴  交通システム研究部 研究員 

日本鉄道車両機械技術協会        吉澤 貞一  機械部長 

鉄道総合技術研究所           伊積 康彦  構造物技術研究部建築研究室 室長 

（一社）日本民営鉄道協会        山本 典彦  技術部次長   

（一社）日本地下鉄協会         佐藤 哲夫  技術部長   

（株）音楽館              向谷  実  代表取締役 

（株）京三製作所            高田 哲也  開発センター 次長 

                       谷沢 秀樹  信号事業部 第 3技術部 部長 

（株）ＪＲ西日本テクシア        井上 正文  開発営業部 担当部長 

ＪＲ東日本メカトロニクス（株）     浦野 直樹  ホームドアシステム本部 副本部長 

（株）高見沢サイバネティックス     荻野 茂喜  ホームドア営業統括室ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

ナブテスコ（株）            池場 智紀  プラットホームドア事業部営業課 課長 

日本信号（株）             今井 達二巳 ステーション安全設計部 部長 

                       南  順一  スマートセキュリティ営業部 部長 

三菱重工交通機器エンジニアリング（株） 丸下 泰司  新事業開発室 主務                   
 

国土交通省 鉄道局           潮崎 俊也  技術審議官（鉄道） 

中山 康二  技術企画課 課長 

小松  明  技術企画課 課長補佐 

                       水野 寿洋  技術企画課 課長補佐 

                       岸本 和浩  技術企画課 係長 

                       松本  聡  技術企画課 係長 

                       佐々木義文  技術企画課 係長 

                       日野 祥英  都市鉄道政策課 駅機能高度化推進室長 

                       岸谷 克己  技術開発室長 

                       明石 直也  技術開発室 課長補佐 

                       小山 敦史  技術開発室 係長 

                       石川 愛美  技術開発室 係員 

関東運輸局               藤井  勇佑   技術第１課 係員 

中部運輸局               小島 増美  技術課 課長補佐 

                       山田  豊  技術課 専門官 

近畿運輸局               宮代  薫  首席鉄道安全監査官付 


