
供用適性評価規格委員会 

参加者名簿 
（敬称略・順不同） 

業種分類 氏  名 所属・役職 出席 

学識経験者 鴻巢 眞二 茨城大学 名誉教授 現地 

学識経験者 小川 武史 
青山学院大学 理工学部 機械創造工学科  

客員教授 
現地 

学識経験者 酒井 潤一 早稲田大学 名誉教授 欠席 

学識経験者 中曽根 祐司 
東京理科大学 工学部 機械工学科                               

名誉教授 
現地 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
三浦 晃 ENEOS(株) 工務部  副部長. 現地 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
渡辺 要 ＫＷ保安管理システム研究所  代表 WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
矢野 昌也 

住友化学(株) 生産安全基盤センター 材料設備技

術グループ グループマネージャー 
欠席 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
鬼木 一敬 

三菱ケミカル(株) 

設備技術部 設備統括部 室長 
WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
佐藤 信義 元 旭化成（株） 生産技術本部 本部長付  WEB 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業者 板谷 重基 
東洋エンジニアリング（株） 機械エンジニアリング部 

圧力容器・タンクチーム  チーフエンジニア 
欠席 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業者 木曽 朋顕 日揮グローバル（株） EN テクノロジーエンター 部長 WEB 

設備製造者 弥富 政享 
(株)ＩＨＩ 技術開発本部 技術企画部 

企画推進グループ 部長 
現地 

設備製造者 島川 貴司 川崎重工業（株） 企画本部 顧問 現地 

検査・メンテナンス 津野  和裕 レイズネクスト株式会社 材料・溶接技術部 部長. 欠席 

都道府県 松本 俊一 
茨城県防災・危機管理部 消防安全課 産業保安

室 室長補佐 
WEB 

都道府県 森村 高幸 
三重県 防災対策本部 消防・保安課  

主幹兼係長 
WEB 

都道府県 保坂 由文 
神奈川県くらし安全防災局 防災部消防保安課 

 高圧ガス・コンビナートグループ 主査  
WEB 
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第６回高度化検討分科会 

参加者名簿 
                                              （敬称略・順不同） 

業種分類 氏  名 所属・役職 出席 

学識経験者 中曽根 祐司 東京理科大学 工学部 機械工学科 名誉教授 現地 

学識経験者 三浦 直樹 
一般財団法人 電力中央研究所 

材料科学研究所長 
欠席 

学識経験者 高橋 邦夫 
東京工業大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 

教授                                
WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
渡邉 知寛 

三菱ケミカル株式会社 設備技術部 設備統括室 

設備統括１グループ グループマネジャー  
WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
小山 聡 

住友化学(株) 生産安全基盤センター 材料設備技術

グループ  主席研究員 
WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
鵜澤 勝義 コスモ石油（株） 工務部 保全管理グループ長 WEB 

ユーザー 

（石油精製・石油化学） 
中川 祐一 

三井化学(株) エンジニアリングセンター 

設備技術グループ 設備診断チーム 主席部員 
WEB 

エンジニアリング事業者 山本 栄一 山本技術士事務所 代表 欠席 

エンジニアリング事業者 木曽 朋顕 日揮グローバル（株） EN テクノロジーセンター 部長 WEB 

エンジニアリング事業者 津乗 充良 株式会社 IHI 担当部長 欠席 

行政機関 松本 俊一 
茨城県防災・危機管理部消防安全課産業保安室 

室長補佐 
WEB 

行政機関 保坂 由文 
神奈川県 くらし安全防災局 防災部 消防保安課  

高圧ガス・コンビナートグループ 主査 
WEB 

 

 

 

  



経済産業省  

 氏  名  出席 

商務情報政策局  

産業保安グループ 

 

苗村 公嗣 審議官（産業保安担当） 現地 

商務情報政策局  

産業保安グループ 
佐藤 孝一 高圧ガス保安室長 現地 

商務情報政策局  

産業保安グループ  

高圧ガス保安室 

畑山 和博 高圧ガス保安専門職 現地 

 

 

関係者 

氏  名 会 社 名 出席 

小林 英男 東京工業大学 名誉教授 (高圧ガス保安協会 参与) 現地 

三浦 安史 石油連盟 安全管理部 部長 現地 

藤本 正彦 石油化学工業協会 技術部 現地 

岡山 昌雄  
出光興産(株) 製造技術部 工務総括課長 

（石化協 設備技術小委員会 委員長） 
WEB 

石崎 陽一 
出光興産(株) 生産技術センター エンジニアリング室 設備技術

Gr.上席主任部員 
現地 

昆野 哲哉 ENEOS(株) 環境安全部長  WEB 

大谷 知也 ENEOS(株) 環境安全部 担当部長 WEB 

佐野 利一 
(株) サイサン 伊奈高圧ガスセンター 技術開発部  

アドバイザー  
WEB 

 

KHK出席者（現地） 近藤会長、久本理事、鈴木理事、越野理事、小山田部長代理、名倉課長、宮下他 


