
 

1 
 

平成２７年度事業報告 
 

平成２７年４月１日から平成２８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６回定時社員総会 

 （１）開催日 平成 27年 5月 22日 14:45～15:20 

 （２）開催場所 KKR ホテル東京 会議室 

 （３）出席者 社員総数 17名 出席社員 12名（内、委任状 5 名） 

 （４）議案 

     第 1号議案 平成 26年度事業報告承認の件 

     第 2号議案 平成 26年度収支決算承認の件 

     第３号議案 平成 27年度事業計画の件 

       平成 27年度の主な活動として、「鉄道信号の信頼性と安全性の研究委員会の 

       発足」などを中心に具体的な取り組みの説明があり承認された。 

     第４号議案 平成 27年度収支予算の件 

     第５号議案 役員の改選の件 

       本総会終結の時をもって理事及び監事全員が任期満了となり、新たに理事 12 

         名、監事 2 名を選任する案が説明され、原案どおり可決承認された。 
 

法 人 名 氏  名 役 職 記 事 

 (株)京三製作所  戸 子 台 努 理 事 重 任 

 日本信号(株)  降 簱 洋 平 理 事 重 任 

 大同信号（株）  今 井    徹 理 事 重 任 

 東邦電機工業(株) 

 

 牧 野 純 男 理 事 重 任 

 (株)三工社  昆    吉 德 理 事 新 任 

 (株)てつでん  村 上 恒 美 理 事 重 任 

 信号器材（株）  遠 藤 芳 郎 理 事 重 任 

 (株)大館製作所  中 田 直 文 理 事 重 任 

 吉原鉄道工業(株)  小宮山 憲 一 理 事 重 任 

 (株)峰製作所  峰    英 高 理 事 重 任 

 日本産業(株)  中 上 章 一 理 事 重 任 

（一社）信号工業協会  日 向 和 雄 理 事 重 任 
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 (株)西村電工  江 面 修 一 監 事 重 任 

 (株)一誠電機製作所  今 川 哲 夫 監 事 新 任 

  

 （５）平成 27年度表彰式 

     信号貢献賞は大同信号(株)取締役会長 北原文夫氏に、信号功労賞は会員企業 

     9社 13名の方々に表彰状の授与がおこなわれた。 

 （６）記念講演会（16:00-17:00） 

    ・講師 国土交通省鉄道局  

      技術企画課車両工業企画室課長補佐 五十嵐三智雄 様 

      「陸運機器等の業況及び国際標準化の取り組み」について講演。 

    ・講師 日本大学理工学部電子工学科 教授(工学博士)  中村 英夫 様 

      「鉄道の未来と信号への期待」について講演。 

 （７）懇親会 

[１-２] 臨時社員総会（臨 H27-1） 

    当協会の代表者（社員）の変更及び理事の辞任について、(株)てつでん及び、(株)三 

   工社から会長宛てに届出があり、定款第 3章第 23条（決議の省略）の規定に基づき 

   臨時社員総会（書面決議）を開催して理事の補欠選任をおこない承認された。 

    開催日 平成 27 年 7月 22日（表決票の回答期限の日） 

    決議事項 第 1 号議案 理事辞任に伴う新理事補欠２名選任の件 
               

補欠選任理事 理事辞任届け提出者 

氏  名 会社名・役職 氏  名 会社名・役職 

山本正弘 (株)てつでん 

代表取締役社長 

村上恒美 (株)てつでん 

前代表取締役社長 

上條恵司 (株)三工社 

代表取締役社長 

昆  吉 徳 (株)三工社 

前代表取締役社長 

[１-３] 臨時社員総会（臨 H27-2） 

   (株)一誠電機製作所社員から代表者の変更届及び監事の辞任届けが提出され、新 

   監事の補欠選任をおこなうため、臨時社員総会を開催して書面により審議をおこなった。 

   開催日 平成 27 年１１月１３日（表決票の回答期限の日） 

   決議事項 第 1号議案 監事辞任に伴う新監事補欠選任の件 
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[１-４] 臨時社員総会（臨 H27-３） 

    当協会の理事である、日本産業株式会社 代表取締役会長の中上章一氏が H27年 

  12月 22日に急逝されたことに伴い、代表者の変更及び理事の辞任について届出があり、 

  規定に基づき、臨時社員総会を開催して書面により理事の補欠選任審議をおこない承認さ 

  れた。 

   開催日 平成 2８年２月１５日（表決票の回答期限の日） 

   決議事項 第 1号議案 理事辞任に伴う新理事補欠選任の件 

       補欠選任理事候補者 

    補欠選任理事 理事辞任届け提出者 

氏  名 会社名・役職 氏  名 会社名・役職 

中上宗嗣 日本産業(株)  

代表取締役社長 

中上章一 日本産業(株)  

前代表取締役会長 

【２】 理事会 

[２-１] 第１回理事会 

    第 6回社員総会に先立って平成 27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 27年 5月 22日 14:45～15:00 

 （２）開催場所 KKR ホテル東京 会議室 

 （３）出席者  

     理事総数 12名、監事 2名、計 14名 

     出席理事 10名、監事 2名、計 12名 

 （４）議案 

     第 1号議案 平成 26年度事業報告書及び計算書類承認の件 

 [２-２] 第 2回理事会 

   第 6回定時社員総会にて選任された理事・監事による理事会が開催され、代表理事及 

   び専務理事の選定が行われた。 

補欠選任監事 監事辞任届け提出者        

氏  名 会社名・役職 氏  名 会社名・役職 

今川英明 (株)一誠電機製作所 

代表取締役社長 

今川哲夫 (株)一誠電機製作所 

前代表取締役社長 
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 （１）開催日 平成 27年 5月 22日 15:30～15:40 

 （２）開催場所 KKR ホテル東京 会議室 

 （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 1名、計 12名 

 （４）議案 

     第 1号議案 代表理事及び専務理事選定の件 
 

 （５）審議及び決議 

     審議の結果、代表理事・会長に戸子台 努氏、代表理事・副会長に降籏洋平氏、 

     専務理事に日向和雄氏が選定され、同氏らは就任を承諾した。 

[２-３] 第３回理事会 

 （１）開催日 平成 27年１１月２日 15:00～16:00 

 （２）開催場所 大同信号株式会社 会議室 

 （３）出席者  

     理事総数 12名、監事 2名、計 14名 

     出席理事 10名、監事 1名、計 11名 

 （４）議案 

     第１号議案 平成２７年度上期事業報告承認の件 

     第２号議案 平成２７年度上期決算報告承認の件 

     第３号議案 運営幹事会より上程の議案 

      3-1 定時社員総会の開催回数カウント方式の変更について 

      3-2 ホームページの開設検討について 

      3-3 協会行事（懇親会）の一部有料化について 

     第４号議案 その他報告事項 

[２-４] 第４回理事会 

 （１）開催日 平成 28年３月 28日 15:00～16:00 

法 人 名 氏   名 役   職 記 事 

(株)京三製作所  戸子台 努  代表理事・会長 重 任 

日本信号(株)  降簱 洋平  代表理事・副会長 重 任 

(一社)信号工業協会  日向 和雄  専務理事・事務局長 重 任 
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 （２）開催場所 日本信号株式会社 会議室 

 （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２７年度期事業報告（見込み） 

     第２号議案 平成２７年度期決算報告（見込み） 

     第３号議案 平成２８年度事業計画（案） 

     第４号議案 平成２８年度収支予算（案） 

     第５号議案 平成２８年各種表彰者選考（叙勲・信号貢献・功労賞） 

     第６号議案 平成２８年度信号貢献賞・信号功労賞候補者承認の件 

       信号貢献賞１名、信号功労賞９社１１名について提案し承認された。 

      

     平成 28年度 信号貢献賞・功労賞候補者名簿 

  信号貢献賞候補者 

 候補者名 会 社 名 協会役員歴 

1 村上 恒美 (株)てつでん 協会理事・監事在籍８年 

  信号功労賞候補者  ９社１１名 

 

 

 

 候補者名 会 社 名 部 署・役 職 

1 澤村 健志 吉原鉄道工業(株) 久喜工場生産管理部長 

2 鈴木 雅和 (株)京三製作所 生産技術推進部 

3 白石 繁孝 (株)峰製作所 八幡支店業務管理補佐 

4 鈴木 正之 日本信号(株) 品質保証部信号２Ｇ 

5 茂野 一三 日本信号(株) 久喜事業所品質保証部 

6 緑川 洋志 大同信号(株) 大同電器(株)製造部次長 

7 水野 政之 大同信号(株) 浅川事業所検査部保全技術課 

8 秋元 秀文 信号器材(株) 鉄道事業本部生産部課長代理 

9 大石 光彦 (株)三工社 生産管理部次長 

10 石井 敦志 東邦電機工業(株) 製造部製造一課 

11 神田 健介 (株)西村電工 製造部資材課長 
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     第７号議案 新規入会申請の件 

       平成 28年の２月から３月にかけて、旭光通信システム(株)、フジプレコン(株)、林総事 

       (株)の３社から入会申請書類が提出され、審議の結果、異議なく承認された。 

        ・旭光通信システム(株) 代表者：酒井元晴様 H28.2.3 申請 

        ・フジプレコン(株)     代表者：松林神秀様 H28.2.26申請 

        ・林総事(株)        代表者：林 源様   H28.3.4申請 

     第８号議案 その他、行事予定等 

       平成 28年度の理事会（5月及び 11月）、総会(5月)等の行事予定が報告さ 

       れ承認された。 

【３】賀詞交歓会 

   平成２8年１月 4 日（月）16:30-18:00 

   会場 KKR ホテル東京 11階大宴会場「孔雀」 

    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、叙勲者及び会員企業関係者など約 120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潮崎技術審議官、中山技術企画課長、東平技術 

   企画課総括課長補佐、車両工業企画室吉永室長、磯本車両工業企画室課長補佐、 

   国際課国際事業推進室中山室長など 10名のご出席を賜わり盛大に開催された。 

【４】 運営幹事会（平成 27年度） 

   運営幹事会の構成 

    幹事長 菱沼博昭（大同信号）、上田卓正（三工社）、兼次豊明（京三製作 

    所）、堺井稲生（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）、村田章臣（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。 

  １．第１回(H27.4.23)  出席者 9名 

(1) 平成 2６年度 3月度月次決算報告及び 2６年度通期決算報告について 

(2) 平成 2６年度第３回理事会概要報告 

(3) 第６回定時社員総会開催につい 

  ２．第２回(H27.5.27) 出席者 8名 

(1) 平成 27年度４月度決算報告 

(2) 平成 27年度第１回理事会及び第 6回定時社員総会概要報告 

(3) 平成 27年度第 2回理事会について報告 

(4) 収益事業確定申告の報告 

(5) 大臣表彰受賞候補者の推薦について 
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(6) 促進税制証明書発行実績の件 

(7) 会報 37号編集委員会 

(8) 理事会・総会など行事予定について 

  ３．第３回(H27.6.23)  出席者 9名 

(1) 平成 27年度 5月度月次決算報告 

(2) 第２回安全性・信頼性研究委員会報告 

(3) 平成２８年春の叙勲受賞候補者の推薦について 

(4) 科学技術分野の文部科学大臣表彰他候補者の推薦について 

(5) 促税証明書発行実績報告 

(6) 特許出願技術動向調査の協力（鉄道電気技術協会） 

(7) 会報 37号編集委員会 

(8) 理事会・総会など行事予定について 

  ４．第４回(H27.7.29) 出席者 10名 

(1) 運営幹事メンバー変更と紹介（山本正弘氏→堺井稲生氏） 

(2) 平成 27年度 6月度月次決算報告 

(3) 臨時社員総会開催（書面決議）について 

(4) 代表者の変更届及び理事の辞任届けが提出されたのに伴い臨時社員総会（書面

決議）を開催する件。 

(5) 安全性・信頼性研究委員会活動概況の報告 

(6) 促税証明書発行実績報告 

(7) 平成 28年春の叙勲受章候補者の推薦（応募）状況について 

(8) 科学技術分野の文部科学大臣表彰他候補者の応募状況について。 

(9) 日本工業標準調査会臨時委員選定の件（経済産業省） 

(10) 特許出願技術動向調査外部委員の選定（特許庁/鉄道電気技術協会） 

(11) 陸運機器調査の要請（国土交通省） 

(12) 会報第３７号の発行と名簿整理について。 

(13) OA機器（コピー機）更新の計画について。 

(14) 行事予定について 

  ５．第５回(H27. 9.7) 出席者 10名 

(1) 平成 27年度 7・8月度月次決算報告 

(2) 臨時社員総会（書面決議）報告及び登記について 

(3) 安全性・信頼性研究委員会活動概況の報告 

(4) 平成 28年春の叙勲受章候補者の推薦について 

(5) 平成 27年秋の叙勲受章候補者の審査状況について 
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(6) 促進税制証明書発行について 

(7) 陸運機器調査の回収と国交省提出の報告 

(8) 租税特別措置（研究開発税制）の利用状況調査依頼（国交省/財務省） 

(9) 文部科学大臣表彰科学技術賞候補者の推薦について経過報告。 

(10) 情報化月間に係る大臣表彰候補者の推薦依頼について（国土交通省） 

(11) 電子連動（JR西日本）の劣化調査委員会について 

(12) 他意見事務所 OA機器（コピー複合機）更新について実施説明 

(13) 理事会・SKG会の開催通知発行の件 

(14) 行事予定など 

  ６．第６回(H27.10.22) 出席者８名(代理出席１名) 

(1) 平成 27年度第３回理事会上程議案説明 

(2) 臨時社員総会書面決議開催について 

(3) 会報編集委員会 

(4) 第４回鉄道技術展参加の件 

  ７．第７回(H27.11.26) 出席者 10名(代理出席１名) 

(1) 平成 27年度 10月度月次決算報告 

(2) 平成 27年度第３回理事会開催結果報告 

(3) 臨時社員総会(書面決議)開催結果報告 

(4) ホームページ制作の件 

(5) 電子連動の劣化調査委員会の件 

(6) 会報編集委員会 

  ８．第８回(H27.12.25) 出席者 10名 

(1) 平成 27年度 11月度月次決算報告 

(2) 安全性・信頼性研究委員会の報告 

(3) 会報編集委員会 

(4) 平成 27年度受章者祝賀会開催と費用分担について 

(5) ホームページ制作の件 

(6) 平成 28年秋の叙勲候補者推薦の件 

(7) 平成 28年度信号功労賞受賞及び信号貢献賞受章候補者推薦の件 

(8) 新年賀詞交歓会開催の件 

(9) 新規会員入会情報 

   旭光通信システム(株)より当協会入会の意思があったことを報告。 

(10) 臨時社員総会開催の予定 
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  ９．第９回(H28.2.22) 出席者 10名 

(1) 平成 27年度 12月度月次決算報告 

(2) 平成 27年度 1月度月次決算報告 

(3) 今期の収支見通し 

(4) 平成 27年度第４回理事会開催の件 

(5) Ｈ28年新年賀詞交歓会報告 

(6) 会報第 38号発行の件 

(7) ホームページ開設の件 

 ホームページは１月 15日に正式開示したことを報告。 

(8) 平成 28年秋の叙勲候補者推薦の件 

(9) 平成 28年度信号功労賞・信号貢献賞受賞候補者推薦の状況 

(10) 新規会員入会の件 

旭光通信システム(株)より入会申込書が届いたので概要を説明した。 

  10．第 10回(H28.3.15) 

(1) 平成 27年度 2月度月次決算報告 

(2) 平成 27年度第４回理事会上程議案説明 

(3) 国交省「日 EU間 EPA交渉」の状況説明の件 

第 4回理事会開催日に説明会を開催することになった旨説明 

(4) 新規会員入会申請情報 

旭光通信システム(株)、フジプレコン(株)及び林総事(株)から相次いで入会申込が

あり、概要を説明。 

【５】 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 

    委員長 横山慶太郎（京三）、日本信号４名、京三４名、三工社２名、 

    東邦電機２名、吉原鉄道１名、信号器材１名、大館製作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 24名。 

    １．第 213回(H27.4.22)  出席者 16 名 

    ２. 第 214回(H27.5.28) 出席者 17 名 

    ３．第 215回(H27.6.24) 出席者 16 名 

    ４．第 216回(H27.7.29) 出席者 14 名 

    ５．第 217回(H27.8.26) 出席者 14 名 

    ６．第 218回(H27.9.29) 出席者 14 名 
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    ７．第 219回(H27.10.30) 出席者 14 名 

    ８．第 220回(H27.11.25) 出席者 13 名 

    ９. 第 221回(H27.12.22) 出席者 16 名 

   10．第 222回(H28.1.27) 出席者 15 名 

   11．第 223回(H28.2.24) 出席者 1３名 

   12．第 224回(H28.3.30)  

【６】 公官庁関係 

[６-１] 国土交通省関係 

  １．鉄道製品認証業務運営委員会（H27.5.1）  

      鉄道製品認証業務について H26年度の活動状況及び H27年度の活動予定につ 

     いて（独法）交通安全環境研究所飯村理事長、水間理事他から報告があり、質疑 

     応答があった。内容は、平成 26年度の活動状況及び平成 27年度の活動予定につ 

     いて EC17065への移行に伴う認証業務のプロセス及び手順、認証業務における公平 

     性確保についてなどの妥当性の確認などが審議された。 

  ２．会社概要等調査表の提出 

      国土交通省鉄道局車両工業企画室から「会社概要等調査表（H26年度分陸運 

     機器調査票）」の提出依頼があり、協会会員 17社に調査依頼書及び記入シートを 

     送付し、提出期限の８月 21日までに届いた 12社分について調査票を提出した。 

      調査の内容は、①会社概要（所在地、資本金、従業員数、収支状況、売上高の 

     内訳等）、②事業所の概要（工場別、所在地、事業内容、主要製品、従業員数、 

     事業所面積、売上高）、③環境対策等関係法令に対する対応状況、④各社からの 

     意見・アピール事項について、となっており、毎年実施されている 

  ３．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 

      国土交通省鉄道局車両工業企画室から「試験研究費に関わる租税特別措」の利 

     用状況調査 H27年度分の調査依頼があり、要請を受けた大同信号、日本信号、京 

     三製作所の３社分について調査表を提出した。 

  ４．「情報化月間」に係る大臣表彰候補者の推薦 

      平成２７年度「情報化月間」に係る大臣表彰候補者の推薦について国交省鉄道 

     局技術企画課から候補者の推薦依頼があり、情報化促進貢献企業として名古 

     屋ガイドウェイバス(株)と(株)京三製作所の２社連名で「特定小電力無線を使用した 

    （バス）運行管理システムの構築」を推薦し、10月 27日にイイノホールにて表彰式が 

     開催され、表彰状が授与された。 
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  ７．平成 27年度叙勲の実績 

    平成 27年度の叙勲受章者一覧 

  ８．平成 27年度秋の園遊会 

      毎年春と秋に赤坂御苑にて開催される園遊会は、平成 27年 4月 21日に春の園 

     遊会が開催され、(株)京三製作所の西川会長が招待を受け出席された。 

      また、秋の園遊会は平成 27年 11月 12日に開催され、春の叙勲で旭日小綬章を 

     受章された(株)峰製作所の峰会長がご招待されて出席された。 

  ９．平成 28年「桜を見る会」 

      内閣総理大臣主催の「桜を見る会」が H28年４月９日(土)新宿御苑で開催され 

     た。当協会から H27年度の叙勲で瑞宝単光章を受章された、澁木喬司氏（元三工 

     社社員）と吉田圓治氏（元大同信号社員）の２名が招待されることになり、国交省 

     から内示を受けた。（正式通知は内閣府から本人宛通知された） 

  １０．国交省 鉄道行政関係説明会 

      鉄道局技術企画課長による「鉄道行政においての最近の動向・・EPA交渉の内容 

     等」について平成２８年３月２８日開催の理事会終了後に鉄道局技術企画課中 

     山課長、車両工業企画室吉永室長、技術企画課中島係長（電気基準担当）が 

     来社し説明会が開催された。   

      参考 日 EU 経済連携協定（EPA）」交渉概要（PDF） 外務省資料 

       http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000013819.pdf 

  H27年春の叙勲（5月 11日伝達式） 

① 旭日小綬章 (株)峰製作所会長 峰  英高 氏 

② 瑞宝単光章 元日本信号(株)社員 櫻井正七 氏 

  H27年秋の叙勲（11月 9日伝達式） 

③ 瑞宝単光章 元(株)京三製作所社員 杉浦弘美 氏 

  年齢 63歳、勤続 42年 
  平成 11年 10月 信号事業部製造部継電器課 第 2 グループ係長 

④ 瑞宝単光章 元大同信号(株)社員 吉田圓治 氏 

  年齢 73歳、勤続 42年 
  平成 8年 4月 信号事業部 生産管理部生産管理課長 

  平成 8年 5月 大同電器(株)福島工場出向 製造部長 

⑤ 瑞宝単光章 元(株)三工社社員 澁木喬司 氏 

  年齢 77歳、勤続 38年 
  平成 4年 7月 甲府工場製造部組立課 第一班班長 
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[６-２] 経済産業省関係 

  １．日本工業標準調査会 標準第１部会鉄道技術専門委員会（H27.6.22） 

      日本工業規格の制定、改正及び標準仕様書公表について審議。 

  ２．促進税制証明書発行業務及び発行状況報告書の提出 

     経産省の要請により促進税制証明書の発行業務を実施し、平成 27年度は証明書 

     発行件数 75件、内会員 32件、非会員 43件となった。 

【７】 他省庁・他協会関係 

  １．特許出願技術動向調査の協力（特許庁/鉄道電気技術協会） 

  ２．平成 27年度叙勲者祝賀会の開催 

  （１）叙勲者祝賀会の開催 

      平成 27年度叙勲者祝賀会は 12月 8日（火）に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３協会合同で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）で開催された。 

【８】 海外技術協力等 

  １．日中鉄道友好推進協議会（H27.6.15） 

  ２．海外鉄道技術協力協会（JARTS）（H26.6.18） 

      第 5１回定時社員総会及び「創立 50 周年記念講演会・祝賀会」に出席。 

  ３．インド鉄道委員会への意見書発信 

      平成 27年度定時社員総会で議案承認を得た、インド鉄道委員会（インド政府 

     鉄道省議長）に対して「新製品と一部改良製品（修正品）の認証手続きの見直 

     し（簡略化）」のお願い文書を信号工業協会名で文書発信する件は 5/18（月） 

     付けで鉄道省へ配達された。 

      また、国交省のアドバイスで、在インド、日本国大使館の山腰参事官（国土交通 

     省のアタッシュ）に事前報告する件も合わせて実施された。 

【９】 事業活動関係 

[９-１] 会報の発行 

  （１）会報第 37号発行 

      会報第 37号を平成 27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 330宛先、配布部数は 494部となった。 

     （主要記事構成） 
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     巻頭言  大館製作所 代表取締役社長 中田直文 

            「三題噺（安全、イノベーション、鉄道）」 

     会員会社紹介     テクノセンターの紹介          (株)三工社 

     会員会社紹介     入会のご挨拶              (株)アゲオ            

     賛助会員紹介     業務の紹介他              電気技術開発(株) 

     関連会社紹介     会社事業紹介               日信電子サービス(株)    

     信号以外の分野紹介 地中埋設物探査レーダー装置    日本信号(株) 

     新製品紹介       KOMIC-PCⅡ             (株)京三製作所 

                   モバイル TID サーバ          (株)京三製作所 

                   転てつ機動作試験機         (株)てつでん                                  

                     安全関係装備品             (株)てつでん 

                   埋設型電気転てつ機         (株)峰製作所 

                   骨伝導ヘッドホン                大同信号(株) 

                   MWFⅢ形ウエイトレス遮断機    日本信号(株) 

                   集塵機付レール錆取り機        信号器材(株)  

     技術解説        無線による車上 DB更新技術    日本信号(株) 

     ＱＣ情報        変化に対応した未然防止ツール   日本信号(株) 

     協会の動き       平成 27年度定時社員総会他  

  （２）会報第 3８号発行 

     会報第 3８号を平成 2８年１月に発行した。会員企業、官公庁、全国の鉄道事業

者その他で計 344宛先、配布部数は 489部となった。 

     ページ数は論文の寄稿等があり、過去最高の 40頁となった。 

     （主要記事構成） 

     巻頭言  (株)てつでん 代表取締役社長 山本正弘 

            「信号技術の更なる発展を夢見て」 

     会員会社紹介     デザインセンター、新工場の紹介   信号器材(株) 

     関連会社紹介     日信インド(NSI)紹介         日本信号(株) 

     関連会社紹介     京三 USA設立              (株)京三製作所    

     技術論文        ATS の歴史と改善の継続      押立 貴志 

     技術解説        名古屋ガイドウェイバスシステム    (株)京三製作所 

     信号以外の分野紹介 インフラドクター               日本信号(株) 

     新製品紹介       e-ＰＲＣ装置              大同信号(株) 

                   電子連動装置 EI32LA       日本信号(株)  

                   アジャストジョー付き接かん       吉原鉄道工業(株)                                  
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                       ＹＳＨ形電気融雪器         吉原鉄道工業(株) 

                   工事用可搬式踏切警報機     (株)てつでん 

                   組立型インピーダンスボンド      (株)京三製作所 

     鉄道技術展出展     信号器材、てつでん、大同信号、日本信号、峰製作所、 

                   京三製作所、東邦電機工業 

     ＱＣ情報          化学品を取り扱う事業者へ      信号器材(株) 

     協会の動き、編集後記                        協会事務局 

 

[９-２] 信号工業協会表彰 

      平成 27年度の協会表彰は 5月 22日の第 6回定時社員総会終了後に表彰式が 

     行われ、信号貢献賞１名、信号功労賞は９社 13名の方々に賞状と賞品が授与さ 

     れた。 

 [９-３] 安全性・信頼性研究委員会 

  （１）今年度の活動状況 

      4月 27日に発足した安全性・信頼性研究委員会は、委員全員が「技術」、「歴史」、

「共通」の３つの WG に分かれて精力的に取り組んでいる。 

H27年度 信号工業協会表彰 受賞者名簿 

賞区分 会 社 名 受賞者氏名（敬称略） 

信号貢献賞 大同信号(株) (会長) 北原文夫 

信号功労賞 

㈱京三製作所 砂川俊弘   

㈱三工社 天野英明 神宮寺健 百瀬  孝 

信号器材㈱ 井上春美   

大同信号㈱  弘光  勉 福田  実  

㈱てつでん 白井浩司   

東邦電機工業㈱ 松岡俊雄   

日本信号㈱  本林  勉 齋藤謙一  

吉原鉄道工業㈱ 大滝裕之   

㈱西村電工   黒田真丈   


