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平成３０年度事業報告 

 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの事業概要は、次の通りです。 

【１】 社員総会 

[１-１] 第 59回定時社員総会 

（１）開催日 平成 30年 5月 18日 14:00～15:00 

（２）開催場所 KKR ホテル東京 11F会議室「白鳥の間」 

 （３）出席者 社員総数 22名 出席社員 17名（他、委任状提出社員 5名） 

 （４）議案 

    第１号議案 平成 29年度事業報告承認の件（決議事項） 

      事業報告書に基づき説明があり、異議なく原案どおり可決承認された。 

    第 2号議案 平成 29年度収支決算承認の件（決議事項） 

      計算書類に基づき説明が行われ、特に予算超過した印刷製本費、会議費の 

２つの勘定科目についてその理由等が詳細に報告された。 

      その後、監事を代表して今川監事による監査報告がされ、議案について承認を諮っ 

      たところ異議なく原案どおり可決承認された。 

    第３号議案 平成 30年度事業計画承認の件 

      平成 30年度事業計画について説明が行われ、新たな勉強会として「転てつ装置技

術委員会」を発足させて活動していく旨の報告がなされた。配布資料に基づき、委員

会設立の趣旨、委員会の体制、メンバー構成、主な取り組み、日程等の説明がなさ

れた。3号議案について承認を諮ったところ異議なく、原案通り可決承認された。 

    第４号議案 平成 30年度収支予算承認の件 

      平成 30年度収支予算について、議案資料に基づき説明が行われた。 

      収入は正会員 22社、賛助会員 3社の会費と総会行事、賀詞交歓会の一般参加

費である雑収入の 2項目である旨の説明がなされた。支出としては前期予算より増

額した、事務費、印刷製本費、会議費と減額した福利費の項目を中心に説明がな

された。上記の説明の後、４号議案について承認を諮ったところ異議なく、原案通リ

可決承認された。 

         

    以上をもって第 59回定時社員総会提出議案の審議は全て終了し、15時に閉会した。 
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 （５）平成 30年度表彰式（15:10~15:30） 

     信号貢献賞は(株)京三製作所 戸子台努氏、日本信号(株) 降簱洋平氏の2名に

信号功労賞は会員企業 10社 10名の方々に表彰状の授与がおこなわれた。 

     ＜受賞者名簿は[８-２]項 事業活動関係「信号工業協会表彰」を参照＞  

 （６）記念講演会（15:40~16:30） 

     講師 交通安全環境研究所 鉄道認証室 室長 江國 実 様 

      「鉄道認証室における最近の動向について」との演題で講演をいただく。 

     協会役員・会員の他、会員企業から大勢の聴講者が来場して盛会のうち終了した。 

 

         

       

 （７）懇親会（16:50~18:30） 

     各行事終了後の懇親会は、国土交通省大臣官房技術審議官 江口秀二様、国際

課国際協力室 稲田室長、交通安全環境研究所 佐竹所長、鉄道総合技術研究

所信号・情報技術研究部 川崎部長他多数のご来賓をお迎えして開催。 

     降簱会長の協会挨拶、江口技術審議官による来賓挨拶の後、戸子台副会長の乾杯

発声で総勢150名余の参加者をお迎えして賑やかに開催された。暫し歓談の後、東邦

電機工業(株)の牧野社長による中締め挨拶で閉会した。 
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【２】 理事会 

[２-１] 第１回理事会 

   第 59回定時社員総会に先立って平成 30年度第 1回理事会が開催され、主に総会上

程議案の審議が行われた。 

 （１）開催日 平成 30年 5月 18日 14:00～ 

 （２）開催場所 KKR ホテル東京 11F会議室 

 （３）出席者  

     理事総数 12名、監事 2名、計 14名 

     出席理事 12名、監事 2名、計 14名 

 （４）議案 

     第１号議案 平成 29年度事業報告承認の件 

     第２号議案 平成 29年度収支決算報告承認の件    

     第３号議案 平成 30年度事業計画承認の件 

     第４号議案 平成 30年度収支予算承認の件 

 （５）審議及び決議 

     提出された 1号～4号の決議議案は審議の結果異議なく承認され、社員総会への議 

     案付議が了承された。  

    

[２-2] 理事会承認事項の書面承認依頼事項 

   理事会終了後の5月22日付けで、 (株)てつでん殿より運営幹事会メンバーの変更届け 

が提出されました。           

運営幹事の交代は協会・規則第 8章第 14条の 3項の規定により理事会の承認事項と

なっていますが、今回は臨時理事会を開催せず、「運営幹事変更の承認依頼」文書の配

布を以って各理事・監事の承認をお願いする形とした。 

  承認事項 運営幹事交代の件 

 １．運営幹事交代候補者名簿 

  ２．運営幹事交代の日付  平成 30年 6月 1日 

新運営幹事 旧運営幹事 

氏  名 会社名・役 職 氏  名 会社名・役 職 

岡原
おかはら

 幹夫
みきお

 
(株)てつでん 

取締役営業本部長 

大山 是 前 (株)てつでん 

取締役営業本部長 
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[２-３] 第２回理事会 

   平成 30年度第 2回理事会が開催され、主に平成 30年度上期の事業報告他関連議

案の審議が行われた。 

 （１）開 催 日  平成 30年 11月 13日（火）15:00～17:00 

 （２）開催場所  大同信号(株) 本社 ４F会議室 

               東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル４階 

 （３）出 席 者  

     理事総数 12名、監事 2名、計 14名 

     出席理事 12名、監事 2名、計 14名 

 （４）議案 

     決議事項 

     第１号議案 平成 30年度上期事業報告承認の件 

     第２号議案 平成 30年度上期決算報告承認の件 

     第３号議案 平成 30年秋の叙勲受章者報告の件 

     第４号議案 平成 31年春の叙勲候補者推薦承認の件 

     第５号議案 運営幹事交代及び協会代表者変更の件 

     その他報告事項、下期行事予定 

 （５）審議及び決議 

     提出された 1号～５号の決議議案は審議の結果異議なく承認された。 

     東邦電機工業(株)の協会代表者は 8 月 27 日付で牧野純男取締役から村田章臣

代表取締役社長に交替。運営幹事は 11月 1日付で村田章臣社長から村田崇臣取

締役営業本部長への交代が認められ、11 月 1 日からの新しい運営幹事構成表が提

出された。 

 （６）その他 

     理事会終了後、国土交通省鉄道局技術企画課車両工業企画室福元室長から 

「鉄道技術における最近の話題」について配布資料にもとづいて説明と質疑応答が行

われた。 

[２-４] 第 3回理事会 

     第 3回理事会が開催され、平成 30年度の事業報告及び決算見込み案、２０１９

年度事業計画及び予算案等の審議が行われた。 

 （１）開 催 日  平成 31年 3月 27日（水）15:00～16:30 

 （２）開催場所  日本信号(株) 本社 第２会議室 

              東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビル１３F 
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 （３）出 席 者  

     理事総数 12名、監事 2名、計 14名 

     出席理事 11名、監事 2名、計 13 名 

 （４）議案 

     第１号議案 平成 30年度事業報告承認の件 

     第２号議案 平成 30年度収支決算報告(予測)承認の件 

     第３号議案 2019年度事業計画(案)承認の件 

     第 4号議案 2019年度収支予算(案)承認の件 

     第 5号議案 平成 31年秋の叙勲候補者推薦承認の件 

     第 6号議案 2019年度信号貢献賞・信号功労賞候補者承認の件 

     その他報告事項、行事予定 

 （５）審議及び決議 

     提出された 1号～4号の決議議案は審議の結果、異議なく承認された。 

     第 5号議案は既に 2月 18日に国土交通省鉄道局に推薦書類を提出済のため事後

報告となるが、(株)京三製作所の元社員 1名の推薦候補者について承認を得た。 

     第 6 号議案の 2019 年度信号貢献賞・功労賞候補者承認の件は、貢献賞 1 名、

功労賞 7社 7名を候補者として推薦することが提案され、異議なく承認された。 

     信号貢献賞・信号功労賞受章者名簿は４５頁の「資料―１」を参照 

 

【３】 運営幹事会（平成 30年度） 

  運営幹事会の構成 

    幹事長 兼次豊明(京三製作所）、上田卓正(三工社）、平井俊雄(大同信号)、 

岡原幹夫(てつでん)*、中島 勇(吉原鉄道工業）、平塚益廉(信号器材)、  

    藤原 健(日本信号）、村田崇臣(東邦電機工業)*以上８社８名及び協会事務局

２名の計 10名で構成。 

    なお、6月 1日付で(株)てつでんの運営幹事は大山 是氏から岡原幹夫氏に交代。 

    11月1日付で東邦電機工業(株)の運営幹事は村田章臣氏から村田崇臣氏に交代。 

 

  １．第１回(H30.4.26)  出席者 10名 

(1) 平成 30年度 3月度月次決算報告及び平成 29年度通期決算報告 

(2) 第 59回定時社員総会開催の件 

５月 18日開催の第 59回社員総会開催通知と総会行事次第について説明し、

各行事進行に当たっては例年通リ運営幹事のお手伝いを要請した。 
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(3) 会報編集委員会 

      ７月に発刊の会報 43号の構成、内容について事務局案を説明。 

来年度の人事異動情報等は「会員会社役員人事」欄に掲載しますので、情報提

供依頼をお願い。 

(4) 転てつ装置技術委員会の発足の件 

平成 30年度の事業計画に記載されている新たな勉強会「転てつ装置技術委員会」

を立ち上げるにあたり、その骨子を説明して審議頂き承認を得た。 

(5) その他行事等 

  ２．第２回(H30.5.24) 出席者 9名 

(1) 平成 30年度 4月度月次決算報告 

(2) 平成 30年度第１回理事会及び第 59回定時社員総会概要報告 

(3) 平成 30年～平成 31年協会行事予定について 

11月に開催される第 2回理事会、翌日の SKG会、H30年度電気関係受章者

祝賀会、H31年賀詞交歓会及びH31年度第 60回定時社員総会など会場の都

合で日程が既に決まっている行事の予定を通知。 

(4) 会報 43号編集委員会 

巻頭言は(株)西村電工の江面社長にお願いしたこと、会報の表紙写真を募集する

ことを報告。 

(5) 運輸安全委員会鉄道事故調査官候補者推薦の件                 

本件は国交省鉄道局技術企画課から4月に打診があった件であるが、5月1付け

にて運輸安全委員会事務局首席鉄道事故調査官 廣瀬道雄氏名にて「鉄道事

故調査官候補者の推薦について」の依頼が当協会宛にあった。平成 30年 8月 1

日から平成 32年 7月 31日までの２年間の任用予定で、日本信号と京三製作

所の２社から候補者を出すことの説明と両社への協力をお願いした。 

  ３．第３回(H30.6.29)  出席者 9名 

(1) 運営幹事交代の件について 

 (株)てつでんから運営幹事の変更届けが提出され、会員役員（理事・監事）宛に 

承認依頼書を送付している。同社運営幹事は６月１日付けで大山 是氏から岡

原幹夫氏に変更となり、運営幹事としては本日の６月度運営幹事会が初出席と  

なることを報告。岡原氏から挨拶があった。 

(2) 平成 30年度 5月度月次決算報告 

５月度月次決算は通常総会開催月固有の大口支出があったため支出累計が

19％と年度の２ヶ月目としては大きくなっていることを説明。内訳は総会開催費・懇

親会費用で 100万円、信号功労賞賞品代 22万円であった。 
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雑収入は総会懇親会の会費@3,000×84人=252,000円である。 

(3) 会報編集委員会 

会報 43 号は 7 月初旬に配布予定。今回は多くの原稿が提供され、京三製作所

(関連会社紹介)、日本信号(信号以外の分野紹介)の原稿 6 頁分を次号に先送

りした事のお詫びと協力への感謝。 

今回も第 40号、第 41号、第 42号に引き続き、36 ページとしました。 

(4) 平成 31年度文部科学大臣表彰の推薦について 

平成 31 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞及び若手科学者

の推薦についての依頼が国土交通省鉄道局を経由してきている旨の説明と推薦依

頼書の配布。推薦締め切りは 7月 2日迄。 

(5) 転てつ装置技術委員会 

平成 30 年度の事業計画において新たに発足した「転てつ装置技術委員会」のメン

バー構成の報告。 

(6) 国交省_陸運機器等に関する調査 

毎年恒例の「陸運機器等に関する調査_平成 29 年度分」が国交省鉄道局技術

企画課より配信され、6 月 2８日に信工協 30-08 号にて正会員 22 社に調査依

頼をお願いした。 

(7) その他行事予定 

７月度は総会後の挨拶回り等で各社幹事の日程調整が難しいため、運営幹事会 

は休止し、8月に開催することを決定。 

  ４．第４回(H30.8.23) 出席者 10名 

(1) 平成 30年度 6月度及び 7月度月次決算報告 

印刷製本費において会報 43号 500部分の支出 51万円の報告。 

(2) 転てつ装置技術委員会活動報告 

転てつ装置（転てつ機および転てつ付属機器）の技術検討、伝承および情報交

換を目的として、本年 4月に発足した「転てつ装置技術委員会」は 2か月に 1回の 

ペースで会議を開催して積極的に進めている旨の報告を会議の議事録を添付して 

報告する。 

(3) 平成 31年春の叙勲受章候補者の推薦について 

平成 31年春の叙勲候補者の推薦は、平成 30年 7月 5日付けで「信工協第  

30－09号で会員宛発信したが、期限の７月 25日までに候補者申請があったのは 

下記に記載の通り 1社 1名であった。 

    Ⅱ類  元日本信号(株)社員  伊澤 勇司（いざわ ゆうじ）氏 

8月 13日(月)の 18時に国土交通省鉄道局より【事務連絡】叙勲推薦依頼が 
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メールで送られてきて、申請書類の提出〆切は 27日と大変短期間となっている。 

協会は 8月 22日に調書、確認票を提出して、申請書類は 27日に提出する予定

であることを確認。 

(4) 国交省_陸運機器調査の状況 

6月 28日に正会員会社 22社に依頼しました「陸運機器等に関する調査依頼_ 

平成 29年度分」は協会指定納期の 7月 20日時点で 21社(6月決算の峰製

作所は 8月下旬の提出)全社から回答が得られ、協会事務局判断で 17社分を期

限の 27日に提出した。 

本調査表は(8)項の「セーフティーネット保証制度第 5号に基づく業況確認調査」に

関係するデータとして使用するので、今後とも正会員全社に回答をお願いする。 

(5) 財務省_租税適用実態調査の依頼 

毎年恒例の調査依頼ですが、国交省を介して財務省主税局より租税適用実態調

査の依頼がありました。これは試験研究費に関する租税特別措置の利用状況につ

いての調査です。 

当協会からは従来、京三製作所、大同信号、日本信号の 3社のみ提出しておりま

したが、今年度は三工社、峰製作所の 2社を追加して提出した。 

(6) 電気関係３協会共催の平成 30年受章者祝賀会開催について 

平成 30年の電気関係受章者祝賀会は例年通り日本鉄道電気技術協会、鉄道

電業安全協会、信号工業協会の共催で平成 30年 12月 7日(金)17時～、 

東京駅のステーションコンファレンス東京サピアタワー６F で開催されます。 

本年度の幹事協会は日本鉄道電気技術協会で、9月 7日に第 1回準備打合せ

を行います。 

当協会関係の受章者は春秋合わせて下記 3名となり、祝賀会に招待されます。 

 ・平成 30年春叙勲 元大同信号(株)社員   小木輝明氏 

               元日本信号(株)社員   戸室孝夫氏 

 ・平成 30年秋叙勲 元(株)京三製作所社員   砂川俊弘氏(未定) 

(7) 会報第 43号発行の件 

会報 43号 500部は 7月 6日に DM業者の手で各配布先に発送されました。 

次号 44号は来年 1月の発刊を予定しています。予定記事につきましては「会報掲

載実績一覧」から原稿の提供状況を調べ、下記の通り予定を立てましたのでよろしく

お願いします。 

  ・巻頭言・・・ヨシモトポール(株) 石原社長 

  ・会員会社紹介・・・(株)アゲオ 創立 50周年 

  ・関連会社紹介・・・京三電設工業(株) 

  ・信号以外の分野紹介・・・日本信号(株) 軽量形ホームドア 
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  ・海外イベント・・・イノトランス 

  ・QC情報・・・東邦電機工業(株) 

(8) 国交省_セーフティネット保証制度第５号に基づく業況確認について 

経産省・中小企業庁より四半期ごとに国交省に対し「セーフティーネット保証制度第

5号に係る業況の確認」について依頼があり、これを受けて国交省より傘下の各業界

団体・協会等に業種の指定を行うための業況調査がきました。 

今回は7月27日の依頼で(4)項の陸運機器等に関する調査を行った時期でもあり

事務局の判断で「セーフティーネット保証制度第 5号に係る業種指定を希望する」

会員会社は「無」と回答をしております。 

      （参考） 

      ・中小企業庁では、需要の著しい現象等が生じていることにより、中小企業者の

相当部分の事業活動に著しい支障が生じている業種は、中小企業信用保険法

SN5号の規程に基づき、業種の指定を行っています。 

 ・SN5号に指定された事業を経営する事業者は、経営の安定に支障が生じてい 

ることについて、市区町村長の認定を受けた場合、金融機関から借り入れを行

う際に、信用保証協会の特例保障（一般保証とは別枠で借入額の１００％を保

証）の利用が可能となっています。 

(9) 経産省_下請け中小企業との取引に関する配慮について 

「平成30年7月豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮

について」の通達を配布 

(10)その他行事予定 

  ５．第５回(H30. 9.27) 出席者 8名 

(1) 平成 30年度 8月度月次決算報告 

(2) 平成 30年秋の叙勲候補者の内示について 

 平成 30 年秋の叙勲申請は本年 2 月に元(株)京三製作所社員 砂川俊弘氏の

推薦を行い、長期間の審査を経て 9 月 18 日に国交省鉄道局技術企画課より内

示通知を受けた。 

 伝達式(都内ホテル、10 月上旬に決定)及び皇居・豊明殿での拝謁は 11 月 8 日

(木)に実施される予定であるが、正式には 10 月下旬の閣議決定を経て 11 月 3

日に発令・報道解禁の予定である。 

 当協会の平成 30年の叙勲受章者は春 2名、秋 1名の 3名となった。 

 この 3名には 12月 7日開催の「平成 30年度電気関係受章者祝賀会」への出席

をお願いする。 

(3) 平成 31年春の叙勲候補者の推薦と審査状況について 

      平成 31年春の叙勲候補者の推薦はH30年７月 5日の「信工協第 30-09号叙

勲候補者の推薦について」として会員企業各社に推薦依頼した結果、Ⅱ類(瑞宝単
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光章)候補者として元日本信号(株)社員 伊澤勇司氏の推薦応募があり、国交省

と事前協議の上、推薦書類を期限の 8月 27日に提出して、現在審査中である。  

(4) 平成 30年受章者祝賀会の開催について 

 平成 30 年の電気関係受章者祝賀会は例年通り日本鉄道電気技術協会、鉄道

電業安全協会、信号工業協会の共催で平成 30年 12月 7日(金)17時から東京

駅のステーションコンファレンス東京サピアタワー６Fで開催されます。 

本年度の幹事協会は（一社）日本鉄道電気技術協会で 9月 7日に 3協会が集ま

って第 1回目の打合せを行いました。 

当面の作業は受章者・招待者・案内者の名簿整理や各協会の役割分担決定などで

ある。  

(5) 第 42回 SKG会の開催案内発行の件 

      平成 30年 11月 14日開催の第 42回ＳＫＧ会の案内を 9月 3日会員各位に

発送しました。10月 5日締切りの出欠はがきが届きましたら、最終案内、組合せ表、

請求書等をお送りします。 

(6) 協会ホームページ更新の件 

 協会ホームページのヘッダー画像を 9月に秋バージョンに変更しました。  

(7) 行事予定など 

  ６．第６回(H30.10.24)  出席者 9名 

(1) 平成 30年度９月度月次決算報告 

(2) 平成 30年度上期決算報告 

(3) 平成 30年度第 2回理事会開催の件。 

議案書を配布して議案の説明と質疑応答を行う。   

(4) 国土交通省講演会の概要 

理事会終了後に開催され、講師は車両工業企画室福元室長、議題は「鉄道技術

における最近の話題」   

(5) 電気関係３協会共催の平成 30年受章者祝賀会開催の概要 

H30年 12月 7日(金)17時から東京駅のステーションコンファレンス東京サピアタワ

ーで開催。業務分担及び進行次第により説明をして協力を得る。  

(6) 国交省・経産省大臣通達 

平成 30 年台風の暴風雨等並びに北海道胆振東部地震により影響を受けている

下請中小企業との取引に関する配慮について  

(7) 会報 44号編集委員会 

平成 31 年 1 月発行の会報第 44 号の第 1 回編集委員会を開催し、次のことが

確認された。 
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・巻頭言はヨシモトポール(株)の石原社長 

・前号紙面の関係で掲載できなっかった、関連会社紹介「京三電設工業(株)」、 

信号以外の分野紹介で日本信号の「軽量形ホームドア」を優先的に掲載する。 

・会員会社紹介で(株)アゲオ「創立 50周年」は先方より依頼されているが、(株) 

大館製作所に「創立 100周年」の投稿をお願いする。 

・今号では、海外イベントとして「イノトランスへの出展」として、京三製作所・ 

日本信号・林総事の３社に原稿を依頼する。  

・１月４日の当協会新年賀詞交歓会の写真等を「協会の動き」で紹介する為、 

 発行は１月中旬となる。 

(8) 転てつ装置技術委員会 

第３回転てつ装置技術委員会の議事録の配布   

(9) 行事予定など 

  ７．第７回(H30.11.21)  出席者 10名 

     運営幹事会の冒頭、今回より運営幹事として出席されます東邦電機工業(株)の村田

崇臣本部長が挨拶をされた。 

(1) 平成 30年度 10月度月次決算報告 

(2) 平成 30年度第 2回理事会開催報告 

平成 30年度上期の事業報告及び決算報告等が承認されたことを報告 

理事会議事録は、来年 1 月 4 日開催の賀詞交歓会の案内書を同封して会員各

位に送付済。 

(3) 国土交通省鉄道局講演 

技術企画課車両工業企画室の福元室長をお招きして「鉄道技術における最近の

話題」との題目で、鉄道に関する技術上の基準を定める省令等から鉄道技術の国

際標準化への取組みまで幅広くお話しして頂いた。     

(4) 平成 31年新年賀詞交歓会開催概要の説明 

賀詞交歓会の開催内容について説明。運営幹事の協力と各社から受付、会計スタ

ッフ３～４名程の要請をおこない承諾された。 

(5) セーフティーネット保証５号に基づく業況確認  

(6) 平成 31年秋の叙勲候補者推薦依頼の件 

平成３１年秋の叙勲候補者推薦依頼の事務連絡は国交省より毎年１２月下旬

から１月上旬に配信されますが、提出期日まで短納期となりますので申請を予定さ

れる会員会社は社内調整など事前準備をお願いします。 

Ⅱ類候補者推薦に関しては、信号功労賞を受章していること、現業従事 30 年以

上、現業長として 5名以上の部下がいることが条件となる。（組織票の提出） 
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(7) 会報第４４号編集委員会 

第 2回編集委員会を開催して、原稿の募集状況を確認。 

(8) 平成 31年度信号功労賞及び信号貢献賞受賞候補者推薦依頼 

信号功労賞受章候補者の推薦依頼を会員各社宛に 12 月に書類送付します。締

切は 1月末を予定し、候補者の資格審査を来年 2月の運営幹事会でおこない、 

その結果を 3月の理事会に議案上程する予定です。 

信号貢献賞については協会事務局にて推薦規程に則り候補者を選択しております。

12月開催の運営幹事会に審議事項として上程します。 

(9) 平成 31年電気関係受章者祝賀会 

12月 7日開催の電気関係受章者祝賀会の出席者の確認を行い、当日のお手伝

いの要領をお願いする。 

(10)下請取引適正化推進月間の実施について 

(11)行事予定 

  ８．第８回(H30.12.20)  出席者 9名 

(1) 平成 30年度 11月度月次決算報告 

(2) 平成 31年新年賀詞交歓会開催概要の報告 

来賓を含めた案内先・出席予定リストを配布し当日の協力を要請した 

受付、会計係は日本信号より応援頂く事となり、当日 3時 30分集合とした。  

(3) 平成 31年秋の叙勲候補者推薦依頼の件 

各社の準備の都合もあり、国交省からの正式文書受領に先立ち(正式事務連絡は

12月 19日現在未着)、協会として推薦依頼の公文書を 12月 6日付け「信工協

第 30-13号」で会員宛に発行したことを説明 

(4) 平成 31年度信号功労賞及び信号貢献賞受章候補者推薦依頼書発行の件 

信号功労賞の候補者推薦依頼の公文書を「信工協第 30-14 号」で発行したこと

を説明。また、信号貢献賞については、理事を5年務めた大同信号(株)社長 今井

徹氏を来年 3月開催の理事会に推薦することが承認された。 

(5) 会報第 44号編集委員会 

会報第 44号は来年 1月中旬発行、36頁の予定で進めており、表紙の写真は東

邦電機工業(株)の桑原浩幸氏提供の写真を幹事会で選択した。 

(6) 第 8回鉄道認証情報交換会 

交通安全環境研究所が事務局となり第 8 回鉄道認証情報交換会が 12 月 7 日

に鉄道車両工業協会で開催され、その内容の説明がなされた。 

(7) 転てつ装置技術委員会 

       第 4回転てつ装置技術委員会議事録の配布 



 

13 
 

(8) 行事予定 

  ９．第９回(H31.2.28)  出席者 10名 

(1) 平成 30年度 12月度及び 1月度月次決算報告  

(2) 平成 31年新年賀詞交歓会開催結果報告 

1月 4日(金)16時 30分から KKRホテル東京で開催された平成 31年賀詞交換

会は約 170名の参加を頂き盛況のうち無事終了したことを報告 

(3) 会報第 44号発刊の報告 

会報 44号を 1月 22日に発刊して、500部を配送したことを報告。 

(4) 平成 31年秋の叙勲候補者推薦状況の件 

平成 31年秋の叙勲候補者 1名の推薦書類を 2月 18日に国交省鉄道局技術

企画課に提出しました。今回の候補者は初めて課長経験者であり、今後は課長職

を現業長とすることの説明が事務局よりなされた。 

(5) 平成 31年度信号功労賞受賞候補者の資格審査 

信号功労賞の受賞候補者一覧を配布し、表彰規程に則り資格審査を実施。 

12月に審議した信号貢献賞と合わせて３月 27日の理事会に議案上程することを

決定する。 

 (6) 平成 30年度第 3回理事会上程議案の説明 

(7) 鉄道における準天頂衛星等システム活用検討会 

       準天頂衛星を含む衛星測位については、昨年 11 月の準天頂衛星(みちびき)の

センチメートル級サービス開始を踏まえ、今後交通分野における技術開発や導入

が進んでいくことが想定される。同技術の鉄道分野における活用可能性等に関し

て議論を行う検討会を国交省主催で設立され、当協会より 3 名の委員(京三製

作所、大同信号、日本信号各 1名)を選出しました。 

    (8) RFHxS等の使用とその使用禁止に伴う代替可能性に関する調査について 

       経産省からの調査依頼の結果を報告 

(9) 平成 31年「桜を見る会」開催 

   平成 31 年「桜を見る会」に国土交通省より推薦頂いておりました元大同信号(株）

社員の小木輝明氏に招待内定の連絡が内閣府よりあったことの説明 

(10) 第 2回鉄道品質マネジメントシステム(RQMS)セミナー開催 

         昨年度に引き続き今年度も国交省よりの委託を受けて一般財団法人研友社の

主催で、RQMSセミナーが開催されることになった。 

    (11)  ホームページの更新 

         昨年 12月から 2月までの HP更新内容の説明 

     (12)行事予定 
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 １０．第１０回(H31.3.20) 出席者９名   

(1) 平成 30年度 2月度月次決算報告  

(2) 平成 30年度 3月度月次決算及び年度決算（予測）について 

(3) 平成 30年度第 3回理事会付議議案の概要説明 

  第３回理事会の議案書を配布して６議案について説明を行い承認を得た。 

(4) 東京駅八重洲一丁目市街地再開発事業に関して 

  事業概要説明会にて配布された資料を配布して「事業認可の告示内容」「再開 

発事業における各権利者の位置づけ」「事業の概要」「物件調書」「借家権の取得

を希望しない旨の申出等」について認識を共有した。 

(5) 働き方改革関連法の施工に向けた取引上の配慮について 

   厚生労働省労働基準局より協会に送付された資料を配布して説明を行う。 

(6) 2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について 

   内閣府より配布された上記要請書を説明。 

 

【４】 ＱＣ連絡会 

  機器関連の事故例の検討および品質情報の交換 

  QC連絡会委員構成（H30.5.23現在) 

    委員長 岸 幸男（京三）、日本信号 3名、京三４名、三工社 3名、 

    東邦電機２名、吉原鉄道工業３名、信号器材１名、大館製作所２名、 

てつでん１名、大同信号４名及び協会事務局２名の計 26名。 

  １．第 249回(H30.4.25) 出席者 19名 

(1) H30/3 末現在の輸送障害・労働災害概要・JR 電気関係請負工事に伴う輸送 

障害概況説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) ATC車上装置に実装しているベルニクス製DC/DCコンバーター内部のヒューズが接

合部で断線した。原因は機械的ストレスの蓄積と思われる。 

(4) 寒冷地で踏切標識板の金具に水が溜まり氷柱となり不具合が発生。 

(5) フタル酸エステルが RｏHS 指令の規制対象に追加されたことにより、その使用もしく

は含有に関する調査依頼があった。 

(6) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ２．第 250回(H30.5.23) 出席者 17名 

(1) H30/4 末現在の輸送障害・労働災害概要・JR 電気関係請負工事に伴う輸送 

障害概況説明（鉄道電業安全協会資料） 
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(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 各社共通テーマのロック付ファストン端子の不具合について情報交換 

ニチフにて改良型ロック付きファストン端子の試験が完了した旨の報告を受け、ＪＲ

東日本にて試験結果の報告を予定している。 

(4) (株)東京コーン紙製作所のスピーカーにて音声不鳴動が発生。原因は紫外線によ

りコーン紙の色抜け及び接着剤硬化が発生するため。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ３．第 251回(H30.6.20) 出席者 19名 

(1) H30/5末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障

害概況説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 5 月 30 日 ＪＲ東日本東電所において改良型ロック付きファストン端子の試験結

果についてニチフより報告があった。結果は大きな改良は見られず採用に至らなかっ

た。今後ニチフにて根本的な設計の見直しを行う。 

(4) 中国でのスマホ需要もあり、チップコンデンサーの入手が困難になっている。信号メー

カーでは村田製のチップコンデンサーを多く使用しており、納入まで 1年以上かかる部

品や注文を断られる部品も出ている。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ４．第 252回(H30.7.25) 出席者 18名 

(1) H30/6末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障  

 害の概況説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) ワゴ端子において接触部先端が広がっているものが確認された。各社からの同様な 

  事象、類似事象、情報の提供依頼。 

(4) 顧客からの過剰な要求に対する対応について、輸送業者による製品破壊に対する  

  取り組みについて各社の情報交換を行った。             

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ５．第 253回(H30.8.29) 出席者 20名 

(1) H30/7末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障

害概況説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 北海道で低温時 ATS車上装置にて、双信電機製 NQP コンデンサの粒界破壊に

より、ATS 非常ブレーキ動作となった。部品調査の結果コンデンサの故障要因として、

スズは低温の影響が大きく、使用環境が使用温度(-30°C)外となったことで錫箔の
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粒界破壊が発生し、静電容量低下したことでデジタル情報受信レベルが低下したこ

とによる。対策として NQP コンデンサから温度範囲の広いコンデンサに変更する。 

(4) 安川コントロール製ベスタクトリレーの接点抵抗が増大する事象が多発している。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ６．第 254回(H30.9.26) 出席者 19名 

(1) H30/8末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障 

 害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明。 

(3) ATS車上装置にて、DC/DCコンバータ(TDKラムダ製)内のチップセラミックコンデンサ 

がショート状態で DC/DC コンバータ出力電圧が停止し、ATS非常ブレーキ動作と 

なった。 

(4) (株)フジクラより内部調査の結果、品質管理に関わる不適合な事案が存在すること 

   が判明したとの連絡が数社にあった。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告。 

 ７．第 255回(H30.10.25) 出席者 16名 

(1) H30/9末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障 

 害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 前回第 254回で報告があった ATC車上装置の DC/DC コンバーター内のチップセ

ラミックコンデンサの不良に関して各社の故障発生状況の報告がなされた。  

(4) リレー製品で使用している三菱製鋼のマグネット(鋳造磁石)が生産中止(2019年

４月末日販売終了)代替品を調査中 

(5) 前回情報提供があった(株)フジクラによる品質管理不適合事案について、各社より

不適合該当品の有無の報告がなされた。 

(6) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ８．第 256回(H30.11.28) 出席者 17名 

(1) H30/10末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送

障害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 日立化成の産業用鉛蓄電池の検査成績書への不適切な数値記載等に関する 

問い合わせが鉄道事業者からあり、各社に注意喚起をした。 

(4) 海外製のケーブル(客先指定ケーブル)を使用しコネクタを組配したところ、１ヵ月程

度経過後に絶縁被膜が収縮し、電線導体が見えてしまう事象（シュリンクバック
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現象）が発生した。各社でのこのような経験の有無、有であればその対策をご教

示願いたいとの意見発表があった。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  ９．第 257回(H30.12.19) 出席者 18名 

(1) H30/11末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送

障害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 前回第 256回で各社に依頼があった、「ケーブル被膜の収縮発生」についての調査

報告がなされた。ほとんどの会社がそのような経験は無いとのことであった。 

(4) トーカン(三菱電機子会社)のゴム製品不適合に関する問い合わせが鉄道事業者よ

りあった旨の報告がなされた。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  10. 第 258回(H31.1.30) 出席者 21名 

(1) H30/12末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送

障害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 前回の QC連絡会にて「信号メーカーで使用している(株)TMC ブレインズ社製ファス

トンベンチが製造中止になり、販売会社より代替品を紹介されたが、ロック付きファ

ストン用ジャック盤の端子カバーに干渉し使用出来ない」との報告に対して各社より 

対応の報告があった。 

・生産中止につき適当な代替品がないことから、既存品をメンテナンスしながら使用

している 

・使用頻度が低く壊れることが無い 

・使用頻度が低く過去の購入品が在庫しているので追加購入の予定はない 

・自社で生産(工具メーカーに特注)して販売もしている 

 (4)吉原鉄道工業(株)に国土交通省大臣官房江口技術審議官以下３名が訪問さ

れ工場見学をされた。吉原鉄道工業は型打ち鋳造ではなく、自由鋳造を行ってい

るので大変貴重であるとの感想を述べられた。 

  (5)各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  11．第 259回(H31.2.27) 出席者 18名 

(1) H31/1末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障

害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 顧客より、絶縁装置組図面の中の一部品について、寸法誤記の指摘があった。 
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４０Nレール用の部品寸法が５０Nレール用の部品寸法と同じ表記になっていた。

急遽、顧客仕様の全寸法を技術関係者で検図し確認した。 

検図は製品の品質を保証する最後の砦であるという認識と、重要なプロセスである

ことを再認識した。 

(4) 国土交通省鉄道局通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の社内教育

を行った。 

(5) 日本建設業連合会作成の「建設工事における墜落制止用器具(安全帯)に係る活

用指針」の社員研修を行った。 

(6) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

  12．第 260回(H31.3.27) 出席者 16名 

(1) H31/2末現在の輸送障害・労働災害概要・JR電気関係請負工事に伴う輸送障

害説明（鉄道電業安全協会資料） 

(2) JR東日本信号通信安定性向上委員会資料～障害発生事象の説明 

(3) 信号機構取付金具特殊ブラケット用ユーボルト(M16)を締め付け時に破断 

       U ボルト製作会社より材料メーカーに確認した結果、材料は SR235 を使用しており

丸棒用材料使用で問題は無いとの事であった。U ボルト製作についても加工の仕方

は従来通リで問題が無いのではとの事である。今回使用した材料の中に粗悪品が

混入していた可能性の有無は確認できなかったが、偶発的に起きた可能性が高いの

ではとの見解が示された。 

(4)ロック付きファストン端子の不具合 

   ニチフの標準品である黄銅製端子用の金型を流用し、信号用のリン青銅製端子を 

試作品として評価試験を実施したが、挿抜力共に規格を満足することが出来ません

でした。東電所の見解も「ニチフが設備投資(金型)をしなければ対応不可」との事で

ある。 

(5) 各社品質情報、QC情報、その他について報告 

 

【５】 公官庁関係 

[５-１] 国土交通省関係 

  １．鉄道製品認証業務運営委員会（H30.6.18）  

    （一社）日本鉄道車両工業会７階会議室で開催 

    日本大学の中村英夫氏を委員長に、国交省鉄道局から川口技術企画課長、委員は 

    JR東日本、東京地下鉄の各鉄道事業者、（独法）鉄道建設・運輸施設整備支援 

    機構及び（一社）日本鉄道車両工業会、（一社）日本鉄道電気技術協会、 
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   （一社）信号工業協会の３協会で構成。 

    事務局は（独法）自動車技術総合機構交通安全環境研究所鉄道認証室。 

    審議事項は認証業務の運営に関する①プロセス及び手順について ②公平性の確保に

ついて ➂是正処置の実施状況等について ➃認証業務の適切な運営について 

    報告事項として「平成29年度の活動状況及び平成30年度の活動について」を事務局

から報告と質疑応答がなされた。 

     質疑のなかで、認証審査以外に規格適合性評価も増加傾向にあり、それらの対応で

各方面にご迷惑をおかけしている。昨年客員専門調査員が２名追加されたが、依然、

人数的に不十分であるとの話題となり、中村委員長より各協会委員に対して客員専門

調査委員等の紹介の協力要請があった。 

 

  ２．鉄道事故調査官候補者の推薦について（運輸安全委員会） 

     特定任期付職員として鉄道事故調査官の候補者推薦について国交省より打診があ 

    り、その後、5月 18日付け「運委鉄第 11号」により運輸安全委員会首席鉄道事故調 

    査官 廣瀬道雄様より候補者の推薦について正式依頼文書が協会宛届いた。 

     任用予定期間は平成 30年 8月 1日から平成 32年 7月 31日までで任期の切れ 

    る(株)京三製作所 南雲朝博氏の後任となる派遣人事である。 

     候補者は同委員会の定める学歴・業務歴等資格を有する者で、待遇は国家公務員 

    一般職の任期付き職員の待遇を定める「任期付職員法」に基づくとなっている。 

    信号メーカーからの歴代派遣実績は下記の通り。 

      H20.8.1～H22.7.31 (株)京三製作所 水野啓介氏 

      H22.8.1～H24.7.31 (株)京三製作所 菱沼  明氏 

      H24.8.1～H26.7.31 (株)京三製作所 高田哲也氏 

      H26.8.1～H28.7.31 日本信号(株)  小林孝之氏 

      H28.8.1～H30.7.31 (株)京三製作所 南雲朝博氏 

     本件、協会及び候補会員企業で調整した結果、5月25日付け信工協第30-06号

にて日本信号(株)山口篤氏と(株)京三製作所今澤利浩氏の２名を推薦するとの回

答書を提出した。 

    同一メーカーからの連続派遣は人事院通達で禁止されているため、今回は日本信号

(株)の山口篤氏に決定し、8月 1日から赴任している。 

  3．会社概要等調査表（陸運機器調査）の提出 

     国交省(及び経済産業省)では業況の把握及び政策立案のため、鉄道車両、鉄道 

    車両部品、信号保安装置等（以下「陸運機器等」と表現します）の生産額、販売額 
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    及び輸出額などを毎年 7~8月に調査しています。 

     今年は 6月 26日に鉄道局車両工業企画室から「会社概要等調査表（H29年度

分陸運機器調査票）」の提出依頼があり、協会正会員 22 社に調査協力をした結果、

提出期限の 7月 20日までに 21社(峰製作所は 8月提出)から回答を得た。 

    協会事務局の判断で 17社の調査表を国交省に提出した。 

  4．試験研究費に関わる租税特別措置利用状況調査書の提出 

     本調査は財務省主税局指示により国土交通省鉄道局車両工業企画室経由で各工

業界宛に発信される調査依頼であり、毎年８月に実施される。 

     内容は「試験研究費に関わる租税特別措置」の利用状況調査でH29年度実績及び 

    H30年度予定分の調査である。例年、京三製作所、日本信号、大同信号各社につい 

     て調査表を提出していましたが、今年度は三工社、峰製作所も含め 5社分のデータを期

日の 8月 21日に提出した。 

  ５．セーフティネット第５号に基づく業況確認について 

     経産省・中小企業庁より、国交省に対し「セーフティネット保証制度第５号に係る業 

    況の確認」について依頼・要請があり、これを受けて国交省より傘下の各業界団体・協会 

    等に7月27日に通知メールが発信されました。当協会としましては陸運機器等に関する  

調査(平成 29年度分)を行っている時期でもあり、8月 10日に「当協会会員企業が 

該当する【3015 交通信号保安装置製造業】の範疇では会員企業から業種指定の希

望はありません」との回答をしました。 

 

    セーフティネット保証５号は、全国的に業況の悪化している業種を国が指定し、当該業 

    種に属する事業を行う中小企業者が経営の安定に支障が生じないように、市区町 

    村長の認定を受けることで保証を受けられる制度で、中小企業者を支援するための制度 

    である（保証限度額は普通保証２億円、無担保保証８千万円）。 

     売上高等の減少（最近３ヵ月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少している 

    等）によって経営が悪化した中小企業者がセーフティネット保証制度第５号による支援 

    を受けるには、その企業の主たる事業がセーフティネット保証５号の「指定業種」であること 

    が前提条件となることから、国交省に対して管轄の業界団体を経由して各企業の四半 

    期ごとの業績を調査したらどうかとの問い合わせのようである。 

     国交省鉄道局技術企画課の見解は、「年に一度の陸運機器調査によって、(一社)信 

    号工業協会会員企業の所属業種である交通信号保安装置製造業（３０１５）の 

    業況は確認されており、ここ数年の調査結果から信号・分岐器製造業は急激に業績が 

    悪化している企業とは言えず、また、同会員企業からの指定業種要請はないと思われる」 

    と判断し、四半期に一度の（３ヵ月毎）調査は特に実施せず、信号工業協会が窓口 
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    になって国交省へ全体の業況を適時報告をすることで合意した。 

     但し、今後、多くの会員企業の業況に変化が生じた際は、指定業種（３０１５）と 

    しての登録に動くことも考えられます。その場合は該当企業だけではなく、協会を構成する 

    全会員企業に売上高等のデータ提出をお願いすることになる。 

  6．文部科学大臣表彰科学技術賞候補者の推薦 

     文部科学省主管の「平成 31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞

及び若手科学者賞受賞候補者の推薦について」が国交省鉄道局技術企画課長名で

発信があり、運営幹事会に計ったが今回は推薦を見送ることにした。 

  ７．第 8回鉄道認証情報交換会（H30.12.7） 

     第 8回鉄道認証情報交換会が 12月 7日(金)に日本鉄道車両工業会の会議室に

て、国土交通省鉄道局技術企画課福元課長補佐をはじめとして 29名の参加のもと 

     開催された。事務局からは交通安全環境研究所鉄道認証室の江國室長以下 11名

が出席された。議題は①鉄道認証室の活動状況 ②外部審査委員の活動状況と推

薦のお願いについて ③認証スキーム、マネジメントシステム文書（各種規定）の変更

点 ④認証に関わる鉄道局の動き ⑤鉄道認証室への要望 等について審議された。 

  ８．鉄道分野での衛星測位を用いた位置検知技術等及びその応用に関する検討会 

     国土交通省主催により上記検討会が下記の要領にて発足した。 

（１）設立趣旨 

     準天頂衛星を含む衛星測位については、平成 30年 11月の準天頂衛星（みち

びき）のセンチメートル級サービス開始を踏まえ、今後交通分野における技術開発

や導入が進んでいくことが想定される。また、鉄道分野においても、衛星測位の列

車制御やメンテナンス等における活用が考えられる。そのため本検討会においては、

準天頂衛星を含む衛星測位活用に向けた課題の洗い出し、同技術の鉄道分野

における活用可能性等に関して議論を行う。 

     （2）委員 

        日本大学中村教授、東京大学水間教授、東京大学古関教授、 

        JR東日本、JR西日本、JR四国、東急電鉄、山形鉄道、 

        関係団体（衛星測位利用推進センター、信号工業協会、日本鉄道施設協会、

日本鉄道車両機械技術協会、日本鉄道運転協会、日本鉄道電気技術協会、

日本民営鉄道協会） 

        研究所（鉄道総合技術研究所、電子航法研究所） 

      (3) 事務局 

        交通安全環境研究所 
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     信号工業協会としましては、下記 3名を委員として登録いたしました。 

      ・浅野 晃   (株)京三製作所 開発センター 理事 

      ・三宮 勇   大同信号(株) 技術開発本部 第二開発部長 

      ・坂井 正善  日本信号(株) 執行役員 技術開発本部 安全信頼創造センター

長兼次世代鉄道システム開発室長   

     検討体制としては座長を中村先生。2 つのワーキンググループを設ける。 

① 列車制御・保安分野検討WG・・・ 主査水間先生 

② 保守・防災・サービス分野検討WG・・・主査古関先生 

     2月 19日(火)に第 1回検討会を開催して、2019年末までにとりまとめを行う予定 

９．平成 30年叙勲受章者 

  （１）平成 30年春の叙勲  

      平成30年春の叙勲は元日本信号(株)社員 戸室孝夫氏、元大同信号(株)社員 

小木輝明氏の両名に 3月 17日に国交省（内閣府より）から叙勲内示があった。

勲章伝達式は 5月 9日(水)に東京プリンスホテル「鳳凰の間」でおこなわれ、午後、

皇居「春秋の間」にて天皇陛下への拝謁に出席された。 

  （２）平成 30年秋の叙勲 

      平成 30年秋の叙勲は元京三製作所社員 砂川俊弘氏に 9月 18日(火)に内示

通知を受け、11月 8日(木)に東京プリンスホテル「鳳凰の間」での伝達式、その後の

皇居豊明殿での拝謁が行われた。 

【平成 30年叙勲受章者一覧】 

 

 

 平成 30年春の叙勲（H30年 5月 9日伝達式） 

瑞宝単光章 元大同信号(株)社員 小木 輝明 氏 

  平成 20年 5月  （一社）信号工業協会 信号功労賞受章 

  平成 18年 4月   技術生産本部 浅川事業所 製造部製造第二課 第一班長 

 平成 30年春の叙勲（H30年 5月 9日伝達式） 

瑞宝単光章 元日本信号(株)社員 戸室 孝夫 氏 

  平成 25年 5月  （一社）信号工業協会 信号功労賞受章 

  平成 9年 10月  宇都宮事業所 品質保証部信号保証 3課 班長 
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  10. 平成 31年叙勲候補者の推薦 

  （１）平成 31年春の叙勲候補者推薦 

      平成 31年春の叙勲候補者の推薦は H30年 7月に「信工協第 30-09号 叙勲 

     候補者の推薦について」として会員企業各社に会長名で推薦依頼文書を発送。 

     期日までに候補者の応募申請があったのは下記の 1社 1名であった。 

     Ⅱ類(瑞宝単光章)候補者として元日本信号(株)社員 伊澤勇司氏 

     事務局にて資格要件を確認し、国交省と事前協議の上、推薦書類を期限の 8月 27 

     日に提出した。 

     候補者概要は下記資料の通りである。 

      Ⅱ類候補者 

伊澤
い ざ わ

 勇司
ゆ う じ

 昭和 23年 4月 9日生  元日本信号(株)社員 

最終職歴 鉄道信号事業部 第二信号検査部保証課 主任（現業長） 

賞   罰 平成 24年５月 (一社)信号工業協会 信号功労賞受賞 

    

（２）平成 31年春の叙勲内示 

Ⅱ類候補者として日本信号(株)元社員 伊澤勇司氏を推薦し審査が行われてきた

が、平成 31年 3月 25日に国交省鉄道局技術企画課を介して内閣府賞勲局より

叙勲受章の内示があった。 

瑞宝単光章の受章となり、平成 31年 5月 24日に都内ホテルにて伝達式、14時

50分より皇居「豊明殿」にて拝謁が行われる。新天皇による初の拝謁となる。 

5月中旬の閣議において決定の上、裁可を得て 5月 21日に発令される。 

 

（３）平成 31年秋の叙勲候補者推薦 

平成 31年秋の叙勲候補者の推薦は、平成 30年 12月 6日に「信工協第 

30-13号 叙勲候補者の推薦について」として会員企業各社に会長名で推薦依頼 

文書を発送し、期日の 1月 11日までに候補者として応募申請があった下記の者を 

運営幹事会での資格審査の結果、推薦することとした。 

 平成 30年秋の叙勲（H30年 11月 8日伝達式） 

瑞宝単光章 元(株)京三製作所社員 砂川 俊弘 氏 

  平成 27年 5月  （一社）信号工業協会 信号功労賞受章 

  平成 14年 10月   資材部 品質保証課 主査 
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Ⅱ類候補者として(株)京三製作所元社員 斉藤健一氏を国交省と事前協議の上 

推薦書類を期日の 2月 18日に提出し、現在審査対応中である。 

 

Ⅱ類候補者 

斉藤
さいとう

 健一
けんいち

 昭和 23年 6月 25日生  元(株)京三製作所社員 

最終職歴 信号事業部 製造部製造技術課 課長（現業長） 

賞   罰 平成 8年 3月 (一社)信号工業協会 信号功労賞受賞 

 

  11. 平成 30年「桜を見る会」 

     内閣総理大臣主催の「桜を見る会」が H30年 4月 21日(土)新宿御苑で開催され

た。当協会から H29年春の叙勲で旭日小綬章を受章された、西川 氏 

（京三製作所 会長）が招待され奥様同伴で出席されました。 

  12. 平成 31年「桜を見る会」 

       平成 31年「桜を見る会」には国交省鉄道局から内閣府に推薦を頂いておりました、 

大同信号(株)小木輝明氏に内閣府より招待内定の連絡が 2月 15日にありました。 

平成 31年 4月 13日(土)に新宿御苑にて開催されます。小木輝明氏は H30年春

瑞宝単光章を受章されての招待ですが、受章者全員が招待されるものではありません。 

[５-２] 経済産業省関係 

  １．日本工業標準調査会 鉄道技術専門委員会（H30.6.15） 

     日本工業標準調査会鉄道技術専門委員会は経済産業省産業技術環境局 

    産業基盤標準化推進室が事務局となり、技術関係の各協会（鉄道電気技術協会 

    や鉄道車両工業会など）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から具申のあった 

    工業標準原案を審議する委員会であり、JISの制定・改廃などを審議する場であり、 

    信号工業協会も委員となっている。 

現在は、(株)京三製作所 信号事業部技監 齊藤嘉久氏が当協会代表として日本工

業標準調査会臨時委員の委嘱を受けて活動している。 

     H30年 6月 15日に経産省にて第 5回日本工業標準調査検討会 標準第一部会   

    鉄道技術専門委員会が開催された。議事は JIS規格の制定、改正及び廃止の審議を 

    行った。 

  2．中小企業経営強化税制・固定資産税特例 

      中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の

上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設。対象設備を拡充し、一定の
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器具備品・建物付属設備を追加。固定資産税の特例対象設備も、地域業種を限定

した上で、同様に拡充することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を

強力に後押しする制度である。 

    信号工業協会は中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行団

体であるが、工業会証明書は「販売時期」と「生産性向上１％」の要件を満たしている

ことを証明する書類であり、税制の適用を受けられることを証明している書類ではない。 

  ３．PFHxS等の使用とその使用禁止に伴う代替可能性に関する調査 

      有機フッ素化合物である PFHxS とその塩及び PFHxS関連物質については、現在、

POPs条約への追加が検討されております。 

     2018年 9月の POPRC第 14回会合では、当該物質の特性が残留性有機汚染物

質に該当するかどうかを議論し、その結果、2019年 9月 POPRC第 15回会合におい

て「リスク管理の評価」を行うことになりました。早ければ、2021 年春の締約国会議で、

当該物質の世界的な製造・輸出入・使用の禁止等を決定する可能性があります。 

     これを受けて、早ければ化審法に基づき、2022 年にも国内での製造・輸入・使用等を

禁止することになります。 

     ○調査内容 

     ・今回対象物質への指定が検討されているのは、PFHxS関連物質です。 

     ・当該物質の使用用途は、泡消火薬剤や金属メッキ、燃料剤等の多岐にわたることか

ら、対象業界を絞ることが難しいため、幅広に調査を依頼するものである。 

     ・本調査は当該物質についての使用量等の使用実態及び規制を受けた場合の代替

可能性についての調査です。 

     当協会におきましては、経産省からの調査依頼を受け、1 月 11 日に会員会社に発信

しましたが、当該物質を購入、製造に使用している会社はありませんでした。 

 

 【６】 他省庁・他協会関係 

  １．平成 30年電気関係受章者祝賀会開催 

     平成 30年の電気関係受章者祝賀会は例年通り日本鉄道電気技術協会、鉄道 

    電業安全協会、信号工業協会の共催で平成 30年 12月 7日（金）17時～、 

    東京駅のステーションコンファレンス東京サピアタワー6Ｆで開催されました。 

    平成 30年の春と秋の叙勲受章者は 14名、国土交通大臣表彰者は 3名の計 17名

となり、うち 11名の出席をいただき開催された。 

    信号工業協会からの叙勲受章者は、春2名、秋 1名の3名が招待され、2名が出席さ

れました。 日本鉄道電気技術協会の杉本会長の主催者挨拶で祝賀会が始まり、国
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土交通省大臣官房技術審議官 江口秀二様からご祝辞、受章者を代表して畑健二

郎様から謝辞をいただき、約 150名の出席者で盛大に開催された。 

     平成 30年祝賀会進行役割分担 

      １．開会の言葉      日本鉄道電気技術協会    中桐専務理事 

      ２．主催者挨拶      日本鉄道電気技術協会   杉本会長 

      ３．受章者紹介      日本鉄道電気技術協会   中桐専務理事 

      ４．来賓挨拶         国土交通省          江口技術審議官 

      ５．受章者代表謝辞                     畑健二郎様 

      ６．乾杯(懇親会)     鉄道電業安全協会      佐々木会長 

      ７．万歳三唱        信号工業協会         戸子台副会長 

      ８．閉会の言葉      日本鉄道電気技術協会   中桐専務理事 

     

  
主催者を代表して日本鉄道電気技術協会の杉本会長挨拶           栄えある受賞者の皆様 

【７】 海外技術協力等 

  １.日中鉄道友好推進協議会（H30.６.25） 

     日中鉄道友好推進協議会第 21回通常総会及び第 37回理事会は昨年同様書面 

    審議での開催となり、平成 30年 6月 25日に開催された。 

     平成29年度事業報告、同収支決算報告、平成30年度事業計画(案)、収支予算  

    (案)、理事並びに監事の選任などの議案について書面審議で回答をした。 

  ２．日中鉄道友好推進協議会第 160回幹事会（H30.12.18） 

        日中鉄道友好推進協議会第 160回幹事会が平成 30年 12月 18日に開催さ

れた。日中鉄道友好推進協議会の「平成30年度事業計画」における「日中鉄道友好

推進協議会のあり方について」は下記の通リとすることが説明された。 

(1) 日中協の解散について 

日中鉄道友好交流の現状等を鑑み、既に設立の目的を達成していることから 

        会則による手続きを経て 2019年中に解散することとする。 
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(2) 日中協の業務移管について 

         日中協の業務については、現在、事務局業務を委託している一般社団法人海

外鉄道技術協力協会(JARTS)へ協議により移管することとしたい。 

(3) スケジュール 

2018年 12月    三役会議で方針決定(解散と移管方針) 

 2018年 12月    幹事会に提示(解散と移管方針) 

 2019年３月    幹事会の開催(解散と移管の承認)⇒JARTS へ報告 

 2019年 4月     三役会議(総会議案の内容打合せ) 

 2019年 5月     幹事会(総会・理事会議案審議) 

 2019年 6月     総会・理事会(書面審議)⇒JARTS総会前に決議 

 2019年 8月下旬頃 解散報告会(会員、関係機関) 

 解散報告会終了後、監事監査を経て正式に JARTS へ移管 

  ３．海外鉄道技術協力協会（JARTS） 

     ・第 54回定時社員総会が平成 30年 6月 20日に学士会館にて開催され、平成 

     29年度事業報告、収支決算報告、平成 30年度事業計画(案)、収支予算(案)、 

     役員の選任などの議案が審議された。 

     ・第 217回理事会が平成 30年 11月 21日に学士会館にて行われた。 

      決議事項は「新入会員の承認について」報告事項は「最近の事業実施状況について」

の 2点が説明され承認された。 

【８】 事業活動関係 

[８-１] 会報の発行 

  (1)会報 43号の発行 

     会報第 43号を平成30年 7月に発行し、会員企業、官公庁はじめ全国の鉄道事業 

    者その他で計 351宛先、配布部数は 495部、ボリュームは 36頁となった。 

     （主要記事構成） 

    巻頭言                (株)西村電工 代表取締役社長 江面修一 

                            「去り行く平成に思う」 

    会員会社紹介      盛岡支所開所             大同信号(株) 

    関連会社紹介      日信電子サービス(株)         日本信号(株) 

    技術解説         信号リレー改善の取り組み       (株)京三製作所 

                   自動列車運転装置（ATO）    日本信号(株) 

    信号以外の分野紹介  リムーン（落書き消去剤）       信号器材(株) 
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    新製品紹介        踏切障害物検知装置(MT型)   大同信号(株) 

                   YP非破壊調査技術の紹介      ヨシモトポール(株) 

                   NYU形 フロントロッド         吉原鉄道工業(株)                                  

                   ２DLS式踏切障害物検知装置   日本信号(株) 

                   シカ踏切システム             (株)京三製作所 

    海外活動         南アフリカ共和国における ODA事業  林総事(株) 

    ＱＣ情報         技能五輪への挑戦を通じた人材育成  日本信号(株)         

    協会の動き        平成 30年上期各種行事、会員会社役員人事他 

   (2)会報 44号の発行 

     会報第 44号を平成31年 1月に発行し、会員企業、官公庁はじめ全国の鉄道事業 

    者その他で計 350宛先、配布部数は 495部、ボリュームは 36頁となった。 

     （主要記事構成） 

    巻頭言          ヨシモトポール(株)  代表取締役社長  石原 晴久 

                             「新年のご挨拶」 

    会員会社紹介      創立 100周年を迎えて         (株)大館製作所 

                   創立 50年にあたり            (株)アゲオ 

    関連会社紹介      京三電設工業(株)            (株)京三製作所 

    技術解説         踏切障害物検知装置(MT型)     大同信号(株) 

    信号以外の分野紹介  軽量型ホームドアの開発         日本信号(株) 

    新製品紹介        ATSーSN形用速度照査試験装置  大同信号(株) 

                   WS形踏切しゃ断機            (株)京三製作所 

                   仮ボンド 60K スラブ用帰線電流対応  信号器材(株)                                  

                   踏切警報灯(両面形)           東邦電機工業(株) 

                   列車進行方向指示器 3LN形     (株)三工社 

                   踏切定時間制御システム         日本信号(株) 

    海外イベント       Inno Trans2018 へ出展         

林総事(株)、(株)京三製作所、日本信号(株)                                          

    国内イベント       てつでん製品展示会 at大阪       (株)てつでん 

                   第 7回鉄道まつり開催          日本信号(株) 

    ＱＣ情報         製品含有化学物質について        東邦電機工業(株)         

    協会の動き        平成 30年度下期各種行事、編集後記他 

   次号、「会報第 45号」の発行は 2019年 7月を予定し、巻頭言は、(株)京三製作所の

戸子台社長を予定しています。 
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 [８-２] 信号工業協会表彰 

平成 30年度の協会表彰（信号貢献賞・功労賞）は 5月 18日の第 59回定時 

社員総会終了後に表彰式が行われ、降簱会長より信号貢献賞２名、信号功労賞10社 

10名の方々に賞状と賞品が授与された。 

 

 

 

 

          
                          会長、副会長を囲んで受章者の集合写真 

信号貢献賞  ２社２名 

1 戸子台 努 (株)京三製作所 協会代表理事在籍６年 

2 降簱 洋平 日本信号(株) 協会代表理事在籍５年 

信号功労賞 10社 10名 

 受賞者氏名 会 社 名 部 署・役 職 

1 髙橋 知栄 信号器材(株) 生産部 生産二課 課長代理 

2 柳  俊也 吉原鉄道工業(株) 組立課 情報通信 G長 

3 小針登志一 大同信号(株) 浅川事業所 検査部 保全技術課 係長 

4 久徳 謙二 (株)京三製作所 信号事業部 品質管理部 品質管理課 

5 石川  昇 (株)峰製作所 君津構内出張所 所長 

6 横内 正樹 (株)三工社 製造部 製造管理課長 

7 尾高 雅泰 (株)西村電工 製造部 電気課長 

8 安斉 輝彦 東邦電機工業(株) 営業管理部 製品管理課 

9 羽田 勝彦 (株)てつでん 豊中工場 係長 

10 小林 保博 日本信号(株) 久喜事業所 上尾工場 生産 G 
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 [８-3] 新年賀詞交歓会の開催 

   日時  平成 31年 1月 4日（金）16:30～18:00 

   会場  KKR ホテル東京 11階大宴会場「孔雀の間」 

 

    信号工業協会恒例の新年賀詞交歓会が竹橋の KKR ホテル東京で、来賓、協会役 

   員、叙勲受章者及び会員企業関係者など約 170名の出席のもと盛大に開催された。 

    来賓として国土交通省鉄道局から大臣官房技術審議官江口秀二様、川口技術企画

課長、武田国際課長、技術企画課小林技術基準管理官、車両工業企画室福元室長、

国際鉄道技術管理室中野室長など 11 名のご出席を賜わり、また、交通安全環境研究

所からは江角所長、石井理事以下計９名、鉄道総合技術研究所から渡辺専務理事、

大学関係では水間東京大学大学院特任教授、運輸安全委員会の廣瀬首席鉄道事故

調査官などのご出席をいただいた。 

    また、平成 30年の叙勲受章者では春受章の元日本信号(株)社員の戸室孝夫氏、元

大同信号(株)社員の小木輝明氏、秋受章の元(株)京三製作所社員の砂川俊弘氏が

出席された。 

交歓会は平成30年度春・秋の叙勲受章者3名の紹介、降簱会長の新年挨拶に続き、

来賓を代表して江口技術審議官にご祝詞を頂き、戸子台副会長の乾杯の発声で賑やか

に開催されました。暫し歓談の後、(株)西村電工 江面社長の中締めで盛会の内に終了

しました。 

 

 

     
信号工業協会降簱会長による新年挨拶           江口技術審議官のご祝辞 
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[８-4] ホームページの維持管理 

    協会ホームページは適時更新をしています。平成30年5月以降平成31年２月までに

下記項目の更新を実施した。 

① ヘディング画像を季節ごとに更新（春、夏、秋、冬バージョンに 3 か月ごと） 

② トピックスを最新 1年間の行事に更新（写真の掲載） 

③ 年度事業報告書及び年度決算報告書の更新 

④ 協会会員名簿、役員名簿を変更 

⑤ 会報第 43号、第 44号の PDF化貼り付け（表紙及び目次のみ） 

⑥ 会員ページの「行事予定」に今後 1年間の行事を掲載 

⑦ 会員ページに平成 30年度信号貢献賞・功労賞受賞者の名簿と集合写真の掲載 

⑧ 国交省の配席図を最新版に常に差し替え 

 

  

 

 
夏バージョン  日本信号(株) 奥井 伴彦 氏 提供 

 

 

 

 
              秋バージョン  日本信号(株) 奥井 伴彦 氏 提供  

 

 



 

32 
 

                     冬バージョン  日本信号(株) 奥井 伴彦 氏 提供  

 

 

 

春バージョン  東邦電機工業(株) 桑原 浩幸 氏 提供                                                                             


