
平成３０年３月１日

【役員の職掌変更】（2名）
新役職 旧役職 氏  名

常務取締役 企画広報部・事業開発部・
　　　　　 ＣＡＤ開発部担当

常務取締役 企画広報部・事業開発部・
　　　　　 ＣＡＤ開発部担当、事業開発部長

浪越　敬二

常務取締役 営業本部・技術本部担当、
　　　　　 原価管理室長

常務取締役 営業本部・技術本部担当 末広　憲二

【部長・副部長級の異動】（18名）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

事業開発部長 事業開発部 部長 兼 新規事業課長 寺田　　稔

安全部 副部長 香川支店 安全部長 国安　和彦

ＩＴシステム推進室長 兼 システム運用課長 ＩＴシステム推進室長 山田　昌弘

営業部 部長 香川支店 営業部 営業課長 田中　　顕

営業部 部長 兼 営業統括課長 考査室 部長 三好　俊治

営業部 副部長 兼 営業課長 営業部 営業統括課長 細谷　正司

原価管理室 部長 香川支店 営業部長 宮武  　忍

情報通信技術部 部長 徳島支店 設備工事部 設備１課長 後藤　康夫

建設部 部長 愛媛支店 愛媛建設所長 吉家　良実

徳島支店 営業部 副部長 兼 営業課長 徳島支店 阿南営業所長 兼 営業課長 松本　孝功

徳島支店 設備工事部 副部長 兼 設備１課長 徳島支店 牟岐営業所長 仁志　吉宏

愛媛支店 営業部長
　兼 ＰＦＩ／ＰＰＰ事業課長

愛媛支店 営業部長 山本　愛朗

香川支店 原価管理室長 香川支店 原価管理室 課長 細川　　徹

香川支店 安全部長 香川支店 配電部 配電課長 桑島　　修

香川支店 営業部長
　兼 ＰＦＩ／ＰＰＰ事業課長

香川支店 設備工事部長 中川　　隆

香川支店 営業部 副部長 兼 設計課長 香川支店 営業部 設計課長 水野　智文

香川支店 設備工事部長 香川支店 設備工事部 設備１課長 春田　悦伯

香川支店 設備工事部 副部長 兼 設備２課長 香川支店 設備工事部 設備２課長 山地　周作

人事異動について（平成３０年３月１日付）

　　　　当社は、平成３０年３月１日付で、以下のとおり人事異動を実施いたしますので、
　　　お知らせいたします。

（注）原価管理室：より競争力のある原価管理の仕組みを全社横断的に構築するため、営業本部・技術本部
　　　担当役員の直轄組織として、平成３０年３月１日付で新設。
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【所長・課長級の異動】（97名）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

企画広報部 広報･ＩＲ課長 人事労務部 人材開発センター 副長 田岡　靖紀

考査室 主席考査員 東京本部 総務課長 竹内　康範

事業開発部 事業開発課長 事業開発部 事業企画課長 植松　俊介

事業開発部 事業開発課 課長 Yondenko International Private Limited 出向 大西　芳尚

事業開発部 事業開発課 課長 事業開発部 新規事業課 課長 渡辺　公紀

安全部 体感教育課長 香川支店 高松営業所 配電工事センター長 東條　茂夫

総務部 秘書課長 企画広報部 広報･ＩＲ課長 平山　晶士

営業部 営業課 課長 徳島支店 営業部 営業課長 吉岡　達哉

営業部 ＰＦＩ／ＰＰＰ推進課長 営業部 ＰＦＩ／ＰＰＰ推進課 課長 梨野　哲仁

営業部 関連事業課長 営業部 ＰＦＩ／ＰＰＰ推進課長 小野川康尚

エコソリューション部
　再生エネルギー推進課長

エコソリューション部
　再生エネルギー推進課 副長

河﨑美智代

原価管理室 課長 設備技術部 設備工事課長 小笠原敏之

設備技術部 設備工事課長 設備技術部 設備工事課 課長 水本　秀樹

情報通信技術部 ネットワーク技術課 課長
香川支店 香川情報通信センター
　ネットワーク技術課長

桑野　智史

システム技術部 システム技術課 課長 システム技術部 システム技術課 副長 小林　直広

システム技術部
　東京システム技術センター 技術長

システム技術部 システム技術課 工事長 新田　隆裕

配電部 配電統括課長 愛媛支店 配電部 配電課長 村上　将基

配電部 配電統括課 課長 配電部 配電統括課 副長 宮本　嘉弘

配電部 配電開発課長 配電部 配電開発課 課長 渡邊　和宏

配電部 配電開発課 課長 高知支店 配電部 配電課 工事技術長 福原　靖幸

建設部 営業課長 建設部 営業課 課長 織田淳一朗

建設部 中央建設所 建設課長 愛媛支店 愛媛建設所 建設課 技術長 松原　幸治

建設部 中央建設所 建設課 技術長 建設部 中央建設所 建設課 工事長 河田　清史

建設部 中央建設所 環境土木課 課長 徳島支店 徳島建設所 建設課長 大西　孝志

ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ営業課 課長 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ営業課 副長 合田　美穂

東京本部 総務課長 総務部 秘書課長 田中　雅史

東京本部 営業部 横浜営業所長 高知支店 営業部 営業課 美島　隆秀

東京本部 工事部 工事３課長 東京本部 工事部 工事１課 技術長 鴨居　　徹

東京本部 工事部 工事３課 技術長 東京本部 工事部 工事１課 工事長 堀　　　誠

東京本部 東北営業所 営業課長 東京本部 営業部 横浜営業所長 浅見　裕幸
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（前頁の続き）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

東京本部 東北営業所 工事課長 東京本部 東北営業所 工事課 工事長 谷村　洋人

徳島支店 営業部 営業課 課長 徳島支店 淡路営業所長 坂尾　彰崇

徳島支店 営業部 営業課 課長 徳島支店 阿南営業所 設備課 技術長 長尾　光浩

徳島支店 営業部 設計課 課長 四国電力㈱ 出向 藤下　浩二

徳島支店 徳島建設所 副所長 兼 建設課長 徳島支店 徳島建設所 池田建設所長 切建　浩治

徳島支店 徳島建設所 池田建設所長 徳島支店 徳島建設所 建設課 工事長 松岡　浩二

徳島支店 徳島情報通信センター
　情報通信工事課 技術長

徳島支店 安全部 安全課 課長 籔内　伸治

徳島支店 徳島営業所 配電工事センター長
徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課長

阿部　勝一

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課長

徳島支店 阿南営業所
　配電設備センター 工事課 課長

近藤　喜昭

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課 課長

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課 副長

篠原　敏則

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 機材課長

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課 副長

小川　浩志

徳島支店 池田営業所
　副所長 兼 配電設備センター 工事課長

徳島支店 徳島営業所 配電工事センター長 山本　恵二

徳島支店 池田営業所 設備課長 徳島支店 池田営業所 設備課 工事長 川原　勝司

徳島支店 文理営業所長
　兼 営業課長 兼 設備課長

徳島支店 文理営業所長 兼 営業課長 篠原　啓二

徳島支店 吉野川営業所
　配電設備センター 工事課長

徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 架空線工事課 課長

氏原　一寛

徳島支店 吉野川営業所
　配電設備センター 工事課 課長

徳島支店 池田営業所
　配電設備センター 工事課長

秋山冨美雄

徳島支店 阿南営業所長 兼 営業課長 徳島支店 配電部 副部長 横手　英俊

徳島支店 阿南営業所 設備課 技術長 徳島支店 設備工事部 小松島事業所長 岡田　順治

徳島支店 牟岐営業所長
徳島支店 徳島営業所
　配電工事センター 機材課長

十川　孝司

徳島支店 淡路営業所長 徳島支店 設備工事部 設備３課 工事長 中尾　則夫

高知支店 設備工事部 設備２課長 高知支店 設備工事部 設備２課 技術長 上島　　謙

高知支店 設備工事部 設備２課 技術長 高知支店 設備工事部 設備２課 工事長 川﨑　信英

高知支店 設備工事部 設備３課長 高知支店 須崎営業所 設備課 技術長 吉田　晃司

高知支店 高知情報通信センター
　副所長 兼 情報通信工事課長

香川支店 香川情報通信センター
　情報通信工事課長

丸山　和紀

高知支店 高知情報通信センター
　ネットワーク技術課長

高知支店 高知情報通信センター
　情報通信工事課 技術長

苅谷　和則

高知支店 高知営業所長 香川支店 高松営業所長 髙井　　篤

高知支店 高知営業所 配電工事センター長 配電部 配電統括課長 小笠原　渉

高知支店 高知営業所
　配電工事センター 架空線工事課長

高知支店 高知営業所
　配電工事センター 架空線工事課 副課長

松本　敦仁

高知支店 高知営業所
　配電工事センター 機材課長

高知支店 中村営業所
　配電設備センター 工事課長

下元　謙二

高知支店 中村営業所
　副所長 兼 配電設備センター 工事課長

高知支店 高知営業所 配電工事センター長 柿内　圭三
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（前頁の続き）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

高知支店 田井営業所 副所長
高知支店 高知営業所
　配電工事センター 機材課長

田村　祐一

高知支店 山田営業所 設備課長 高知支店 設備工事部 設備２課 技術長 武田　高文

高知支店 須崎営業所 副所長 兼 設備課長 高知支店 設備工事部 設備３課長 田島　真也

高知支店 須崎営業所 設備課 技術長 高知支店 山田営業所 設備課長 下元　正樹

愛媛支店 安全部 安全課長 愛媛支店 大洲営業所長 野中伸一郎

愛媛支店 営業部 営業課 課長 愛媛支店 広島営業所長 三浦　恭由

愛媛支店 営業部 営業課 課長 愛媛支店 営業部 営業課 副長 長戸　　博

愛媛支店 営業部 エコソリューション課長 愛媛支店 営業部 営業課 課長 和田　邦明

愛媛支店 設備工事部 設備３課長 愛媛支店 設備工事部 設備１課 工事長 長谷川浩二

愛媛支店 配電部 配電課長
愛媛支店 松山営業所
　配電工事センター 機材課長

樋口　晃生

愛媛支店 愛媛建設所長 建設部 副部長 兼 営業課長 井上　岩光

愛媛支店 愛媛建設所 副所長 愛媛支店 愛媛建設所 新居浜建設所長 正岡　　裕

愛媛支店 愛媛建設所 副所長 建設部 中央建設所 建設課長 白澤　義行

愛媛支店 愛媛建設所 新居浜建設所長 愛媛支店 愛媛建設所 新居浜建設所 副所長 帆谷　康雄

愛媛支店 松山営業所
　配電工事センター 地中線工事課長

愛媛支店 松山営業所
　配電工事センター 地中線工事課 工事長

坂本　　靖

愛媛支店 松山営業所
　配電工事センター 機材課長

愛媛支店 安全部 安全課長 岡本　光博

愛媛支店 西予営業所長
愛媛支店 大洲営業所
　配電設備センター 工事課長

高千穂　修

愛媛支店 西条営業所 設備課長 愛媛支店 設備工事部 設備１課 工事長 高橋　厚志

愛媛支店 八幡浜営業所
　配電設備センター 工事課長

愛媛支店 松山営業所
　配電工事センター 架空線工事課 副課長

野本　英明

愛媛支店 大洲営業所長 愛媛支店 西予営業所長 森　　真司

愛媛支店 大洲営業所
　配電設備センター 工事課長

愛媛支店 八幡浜営業所
　配電設備センター 工事課長

青石　英世

愛媛支店 広島営業所長 愛媛支店 営業部 エコソリューション課長 髙橋　正人

香川支店 営業部 営業課長 香川支店 営業部 営業課 課長 田渕　仁士

香川支店 設備工事部 設備１課長 香川支店 設備工事部 設備１課 技術長 島本　英昌

香川支店 設備工事部 設備１課 技術長 香川支店 設備工事部 設備１課 工事長 山口　和伸

香川支店 配電部 配電課長 配電部 配電開発課長 高橋　靖幸

香川支店 香川情報通信センター
　副所長 兼 情報通信工事課長

高知支店 高知情報通信センター
　情報通信工事課長

北岡　哲也

香川支店 香川情報通信センター
　ネットワーク技術課長

ＩＴシステム推進室 システム運用課長 造田　智行

香川支店 高松営業所長 高知支店 高知営業所長 山下　利一

香川支店 高松営業所 配電工事センター長
香川支店 高松営業所
　配電工事センター 架空線工事課長

三好　　弘
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（前頁の続き）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 架空線工事課長

香川支店 東讃営業所
　配電設備センター 工事課長

山田　和秀

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 地中線工事課長

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 架空線工事課 副課長

堀　　光隆

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 機材課長

香川支店 観音寺営業所
　配電設備センター 工事課長

大西　常夫

香川支店 東讃営業所
　配電設備センター 工事課長

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 地中線工事課長

門田　昌人

香川支店 中讃営業所
　配電工事センター 架空線工事課 課長

安全部 体感教育課長 森　　由郎

香川支店 中讃西営業所 設備１課長 香川支店 設備工事部 設備１課 技術長 近藤　利樹

香川支店 観音寺営業所
　配電設備センター 工事課長

香川支店 高松営業所
　配電工事センター 機材課長

佐藤　直樹

【関係会社への異動】（3名）
新所属 旧所属・役職 氏  名

徳島電工㈲
徳島支店 吉野川営業所
　配電設備センター 工事課長

向井　郁男

㈱高知クリエイト 高知支店 須崎営業所 設備課長 明神　直昭

㈱アクセル松山 愛媛支店 西条営業所 設備課長 矢野　　威

以　上
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