
 

栃木県地域公共交通活性化協議会 地域部会構成員名簿 

１ 県央地域部会 

№ 区 分 所 属 役 職 氏 名 備考 

1 

地方公共
団体 

栃木県 県土整備部交通政策課 課長 高山 誠 委員 

2 宇都宮市 総合政策部交通政策課 課長 稲葉 寛 委員 

3 鹿沼市 市民部生活課 課長 佐藤 美樹子  

4 日光市 建設部都市計画課 課長 小菅 茂雄  

5 真岡市 総合政策部総合政策課 課長 髙山 等  

6 下野市 市民生活部安全安心課 課長 高山 正勝  

7 上三川町 地域生活課 課長 大山 光夫  

8 益子町 総務部企画課 課長 石塚 誠  

9 茂木町 企画課 課長 石河 敏昭 委員 

10 市貝町 企画振興課 課長 金田 道宙  

11 芳賀町 建設産業部都市計画課 部長兼課長 赤澤 幸男  

12 壬生町 総務部総合政策課 課長 大垣 勲  

13 高根沢町 地域安全課 課長 阿見 弘一  

14 塩谷町 企画調整課 課長 柿沼 善和  

15 

鉄道 
事業者 

東日本旅客鉄道（株） 大宮支社経営戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 伊藤 滋 委員 

16 東武鉄道（株） 経営企画本部 課長 金子 悟 委員 

17 真岡鐵道（株） 専務取締役 上野 公男  

18 野岩鉄道（株） 取締役総務部長 中川 浩然  

19 わたらせ渓谷鐵道（株） 代表取締役 品川 知一  

20 

一般乗合 
旅客自動車 
運送事業者 

関東自動車（株） 路線バス部 部長 福島 崇文  

21 ジェイアールバス関東（株） 宇都宮支店 支店長 坂本 将  

22 東武バス日光（株） 取締役運輸統括部長 田端 将之  

23 日光交通（株） 専務取締役 川嶋 一修  

24 公共交通
関連団体 

（一社）栃木県バス協会 専務理事 小矢島 応行 委員 

25 （一社）栃木県タクシー協会 専務理事 鉢村 敏雄 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 県北地域部会 

№ 区 分 所 属 役 職 氏 名 備考 

1 

地方公共
団体 

栃木県 県土整備部交通政策課 課長 高山 誠 委員 

2 大田原市 市民生活部生活環境課 課長 小室 雄司  

3 矢板市 市民生活部生活環境課 課長 村上 治良  

4 那須塩原市 市民生活部生活課 課長 鈴木 正宏  

5 さくら市 総合政策部総合政策課 課長 関 和久  

6 那須烏山市 まちづくり課 課長 大谷 光幸  

7 塩谷町 企画調整課 課長 柿沼 善和  

8 那須町 ふるさと定住課 課長 高久 祐一  

9 那珂川町 総務課 課長 笠井 真一  

10 鉄道事業者 東日本旅客鉄道（株） 大宮支社経営戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 伊藤 滋 委員 

11 
一般乗合 
旅客自動車 
運送事業者 

関東自動車（株） 路線バス部 部長 福島 崇文  

12 ジェイアールバス関東（株） 西那須野支店 支店長 中川 行雄  

13 しおや交通（株） 代表取締役 増渕 岩男  

14 公共交通
関連団体 

（一社）栃木県バス協会 専務理事 小矢島 応行 委員 

15 （一社）栃木県タクシー協会 専務理事 鉢村 敏雄 委員 

 

３ 県南地域部会 

№ 区 分 所 属 役 職 氏 名 備考 

1 

地方公共
団体 

栃木県 県土整備部交通政策課 課長 高山 誠 委員 

2 足利市 総合政策部総合政策課 参事兼課長 菊川 博士  

3 栃木市 生活環境部交通防犯課 課長 田中 正和  

4 佐野市 都市建設部都市計画課 課長 柳田 雅和  

5 小山市 都市整備部都市計画課 課長 村上 賢介  

6 野木町 産業建設部都市整備課 課長 岩﨑 統一  

7 鉄道 
事業者 

東日本旅客鉄道（株） 大宮支社経営戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 伊藤 滋 委員 

8 東武鉄道（株） 経営企画本部 課長 金子 悟 委員 

9 

一般乗合 
旅客自動車 
運送事業者 

関東自動車（株） 路線バス部 部長  福島 崇文  

10 ジェイアールバス関東（株） 佐野支店 支店長 藤岡 孝二  

11 足利中央観光バス（株） バス事業部 部長 福島 律子  

12 (株)小山中央観光バス  会長 中島 一男  

13 大山タクシー(有) 代表取締役 大山 光  

14 公共交通
関連団体 

（一社）栃木県バス協会 専務理事 小矢島 応行 委員 

15 （一社）栃木県タクシー協会 専務理事 鉢村 敏雄 委員 

 


