
 

 

 

2018年３月 22日 

各 位 

会 社 名  日本信号株式会社 

代表者名  代表取締役社長 塚本 英彦 

           （コード番号：6741東証第一部） 

問合せ先  総務部長    藤本 浩正 

                     （TEL 代表 03-3217-7200） 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2018年４月１日付の人事異動について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
 

新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

内部統制監査室長 日下 幸宏 東北支店長 

ＴＱＭ推進部長 島村 邦彦 ＴＱＭ推進部 担当部長 

経営管理本部 人事部 自啓塾長 飯塚 由利 人事部 担当部長 

経営管理本部 人事部付  

日本信号健康保険組合 常務理事（出向） 
広瀬  実 総務部 担当部長 

経営管理本部 人事部付  

福岡日信電子株式会社 出向 
森分 章夫 大阪支社 業務部 課長 

技術開発本部 研究開発室長  

兼 研究開発室 知的財産管理部長  

兼 ビジョナリービジネスセンター長 

川崎 栄嗣 
技術開発本部 研究開発センター 

第１Ｒ＆Ｄ室長 

技術開発本部 研究開発室  

第１Ｒ＆Ｄ部長 
八木  誠 

技術開発本部 安全信頼創造センター 

安全研究室長 

技術開発本部 

安全信頼創造センター 安全研究室長 
原田 良一 

技術開発本部 研究開発センター  

知的財産管理室 課長 

技術開発本部 安全信頼創造センター  

安全研究室 専任担当 
渡部 晴夫 人事部 自啓塾長 

技術開発本部 

次世代鉄道システム開発室  

次世代鉄道システム開発部長 

田中 和広 
技術開発本部 

統括技術部 インフラ技術部 課長 

理事  

技術開発本部 久喜統括技術部長 
新井  衛 

理事  

ものづくり本部 久喜事業所長 

技術開発本部  

久喜統括技術部長付 専任担当 
荻原 浩史 

技術開発本部 統括技術部  

グローバルシステム技術部 担当部長 

 



新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラ機器技術部長 
三国 宏之 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラ機器技術部 担当部長 
岩田 康伸 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラ機器技術部 担当部長 
白井 稔人 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラ機器技術部 担当部長 
平本 正幸 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラ機器技術部 担当部長 
岡見 毅彦 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラシステム技術部長 
坪田 章利 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラシステム技術部 担当部長 
縄谷 昌利 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

インフラシステム技術部 担当部長 
岩田 雄二 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 担当部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

スマートモビリティ技術部長(久喜)  

兼 宇都宮統括技術部  

スマートモビリティ技術部長(宇都宮) 

久保田 聡 
技術開発本部 統括技術部  

スマートモビリティ技術部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

スマートモビリティ技術部(久喜)  

専任担当 

尾崎 芳春 
技術開発本部 

技術企画室 専任担当 

技術開発本部 久喜統括技術部  

グローバルシステム技術部長 
天水 直樹 

国際本部 

国際事業部 国際営業部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

グローバルシステム技術部 担当部長 
笠原  毅 

ものづくり本部  

ものづくり改革推進部長 

技術開発本部 久喜統括技術部  

グローバルシステム技術部 担当部長 
岡本 正三 

技術開発本部 統括技術部  

インフラ技術部 課長 

技術開発本部 

宇都宮統括技術部長 
高平 雅弘 

ものづくり本部 

久喜事業所 上尾工場長 

技術開発本部 宇都宮統括技術部  

ＡＦＣ技術部 専任担当 
長谷川 雅己 

技術開発本部 統括技術部  

ＡＦＣ技術部 担当部長 

営業本部 事業改革推進部長 堺谷 和子 内部統制監査室長 

営業本部 鉄道信号事業部  

第二営業部長 
古川  哲 

営業本部 鉄道信号事業部  

第二営業部 担当部長 

営業本部 

スマートモビリティ事業部  

スマートモビリティ営業部長 

青木 芳憲 

営業本部 

スマートモビリティ事業部 

スマートモビリティ営業部長 

兼 同スマートロード営業部長 

  



新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

営業本部 

スマートモビリティ事業部  

スマートロード営業部長  

兼 同新潟営業所長 

久枝 伸吾 
大阪支社  

スマートモビリティ営業部 担当部長 

国際本部 

国際事業部 国際営業部長 
宇野 正純 Nippon Signal India Pvt.Ltd. 社長 

ものづくり本部長付 専任担当 高橋 圭治 ＴＱＭ推進部長 

ものづくり本部 

久喜事業所 生産管理部長 
金子 繁夫 

営業本部 

鉄道信号事業部 第二営業部長 

ものづくり本部 久喜事業所  

生産管理部 担当部長 
井深  淑 

営業本部 鉄道信号事業部  

第二営業部 担当部長 

ものづくり本部 

久喜事業所 ＤＦＭ推進部長  

兼 同生産部長 

堀内 好樹 
ものづくり本部 

久喜事業所 生産部長 

ものづくり本部 

久喜事業所 上尾工場長 
小口 和宏 

営業本部 

事業改革推進部長 

大阪支社 

鉄道インフラ営業部 担当部長 
谷口 昌行 大阪支社 鉄道信号営業部長 

大阪支社 

スマートモビリティ営業部 担当部長 
本田 恵一 

営業本部 スマートモビリティ事業部 

スマートロード営業部 担当部長 

兼 同新潟営業所長 

大阪支社 広島営業所 専任担当 新井  浩 
ものづくり本部 

久喜事業所 生産管理部 専任担当 

東北支店長  松崎  隆 
ものづくり本部 

久喜事業所 生産管理部長 

 

以 上 


