
 

 

２０２１年６月２９日 

 

主 要 人 事 異 動 に つ い て 

 

 当社は、２０２１年６月２９日開催の取締役会等において、以下のとおり、役員等の異動について決議いたし

ましたのでお知らせいたします。なお、本異動は、本年４月２８日にお知らせした内容と同じであります。 

また、部長・課長級等の異動についてもあわせてお知らせいたします。 

 

Ⅰ.役員の異動（新体制）＜６月２９日付＞ 
 
〔取 締 役（監査等委員である取締役を除く。） 〕 

氏   名 新  役  職 旧  役  職 

関谷 幸男 

  【昇 任】 
取締役社長 

専務取締役 電力本部長、事業開発部・ 

安全部担当 

末廣 憲二 
専務取締役 営業本部・技術本部担当、 

原価管理室長  

専務取締役 事業開発部（海外）・営業本部・ 

技術本部担当、原価管理室長  

古川 俊文 
専務取締役 人事労務部・経理部・ 

働き方改革担当 
同 左 

山﨑 直樹 
常務取締役 企画部・総務部・ 

ＩＴシステム推進室担当 

常務取締役 企画広報部・総務部・ 

ＩＴシステム推進室担当 

中川   隆 

  【新 任】 
常務取締役 技術本部長 常務執行役員 香川支店長 

山本 愛朗 

   【新 任】  
常務取締役 営業本部長 常務執行役員 愛媛支店長 

柳川 賀久 

   【新 任】 
常務取締役 東京本部長 常務執行役員 徳島支店長 

（注）取締役社長および専務取締役は、いずれも代表取締役。 

 

〔監査等委員である取締役〕 

氏   名 新  役  職 旧  役  職 

高橋   亮 取締役 監査等委員会委員長 
常務取締役 技術本部長、資材部・ 

ＣＡＤ開発部担当 

臼杵 明彦 取締役 監査等委員 監査役 

白井 久司 取締役 監査等委員（社外取締役） 取締役（社外取締役） 

川原   央 取締役 監査等委員（社外取締役） 監査役（社外監査役） 

森糸 繁樹 取締役 監査等委員（社外取締役） 取締役（社外取締役） 

真鍋 洋子 取締役 監査等委員（社外取締役） 取締役（社外取締役） 

岡林 正文 取締役 監査等委員（社外取締役） 監査役（社外監査役） 

佐野  正 

   【新 任】 
取締役 監査等委員（社外取締役） ― 

橋倉 荘六 

   【新 任】 
取締役 監査等委員（社外取締役） ― 

平野 美紀 

   【新 任】 
取締役 監査等委員（社外取締役） ― 

（退任取締役 ３名）宮内 義憲、松岡 一雄、重松 雅男 

（退任監査役 ２名）玉野   弘、大薮 修二 



 

 

 

 

Ⅱ．執行役員の異動（新体制）＜６月２９日付＞ 
 
〔常務執行役員〕 

氏   名 新  役  職 旧  役  職 

秋月 伸夫 常務執行役員 香川支店長 常務執行役員 東京本部長 

森岡 孝容 常務執行役員 高知支店長 同 左 

仲口 義洋 

  【昇 任】 
常務執行役員 愛媛支店長 

執行役員 愛媛支店 副支店長 兼 営業部長 兼 

PFI/PPP事業課長 

山口 隆浩 

  【昇 任】 
常務執行役員 電力本部長 兼 安全部担任 執行役員 電力本部 副本部長 兼 配電部長 

 
 

〔執行役員〕 

氏   名 新  役  職 旧  役  職 

白川 俊三 執行役員 営業本部 調査役 執行役員 大阪本部長 

居森 善宣 執行役員 総務部 部長(資材) 執行役員 資材部長 兼 資材統括課長 

関本  栄 執行役員 愛媛支店 松山営業所長 同 左 

高田 忠員 執行役員 経理部長 同 左 

豊田 幸朗 
執行役員 徳島支店 副支店長 兼  

設備工事部長 
同 左 

髙井  篤 執行役員 考査室長 同 左 

長瀧 益雄 
執行役員 ㈱関西設備 出向 

（取締役社長） 
同 左 

松坂 忠史 執行役員 総務部長 同 左 

田中  顕 執行役員 香川支店 副支店長 執行役員 営業本部 営業部長 

高橋 陽夫 執行役員 電力本部 副本部長 兼 建設部長 同 左 

清水 健司 執行役員 東京本部 副本部長 同 左 

松本 孝功 

【新 任】 
執行役員 徳島支店長 徳島支店 営業部長 兼 PFI/PPP事業課長 

今井 真司 

  【新 任】 
執行役員 人事労務部長 人事労務部長 

小原 秀敏 

  【新 任】 
執行役員 大阪本部長 技術本部 設備技術部長 

三好 憲吾 

  【新 任】 
執行役員 企画部長 企画広報部長 

 
（退任執行役員 ３名）大原 英樹、坪井 隆佳、梶本 武彦 

 



 

 

 

 

Ⅲ．部長・課長級等の異動 ＜６月２９日付＞ 

氏  名 新  役  職 旧  役  職 

細川 雅広 企画部 部長(企画) 人事労務部 部長 兼 労務課長 

寺田  稔 企画部 部長(事業開発) 事業開発部長 

植松 俊介 企画部 課長(事業開発) 事業開発部 事業開発課長 

大西 芳尚 企画部 課長 事業開発部 事業開発課 課長 

小野  緑 企画部 課長 事業開発部 事業開発課 課長 

松木 秀二 人事労務部 副部長(労務) 企画広報部 副部長 兼 企画課長 

西谷 賢一 総務部 副部長(資材) 資材部 副部長 兼 購買課長 

大和 正幸 営業本部 営業部長 大阪本部 営業部長 

尾崎 和之 営業本部 営業部 副部長 兼 営業課長 営業本部 営業部 副部長 

溝渕 成也 営業本部 営業部 営業課 課長 香川支店 観音寺営業所長 

松本 祥孝 営業本部 営業部 PFI/PPP事業課長 営業本部 営業部 PFI/PPP事業課 課長 

片岡 考司 技術本部 設備技術部長 高知支店 設備工事部長 

山本 和典 技術本部 設備技術部 電気工事課長 愛媛支店 設備工事部 設備1課長 

水本 秀樹 技術本部 設備技術部 電気工事課 課長 技術本部 設備技術部 設備工事課 課長 

大井 秀晃 技術本部 設備技術部 電気工事課 課長 技術本部 設備技術部 設備工事課 課長 

川﨑 信英 技術本部 設備技術部 空調・管工事課長 高知支店 設備工事部 設備2課 課長技師 

坂本 佳彦 技術本部 設備技術部 空調・管工事課 課長 技術本部 設備技術部 設備工事課 課長 

稲川  浩 電力本部 配電部長 四国電力送配電㈱ 徳島支社 ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ部長 

竹田 一男 電力本部 配電部 配電資材管理課長 資材部 資材管理課長 

松原 幸治 電力本部 建設部 建設統括課長 電力本部 建設部 中央建設所 建設課長 

戸田 博之 電力本部 建設部 中央建設所 建設課長 電力本部 建設部 中央建設所 建設課 課長技師 

樫原 真治 東京本部 工事部 サポート課 課長 東京本部 工事部 工事3課 課長技師 

坂尾 彰崇 大阪本部 営業部長 大阪本部 営業部 副部長 

吉岡 達哉 徳島支店 営業部長 兼 PFI/PPP事業課長 営業本部 営業部 部長 

湯浅 裕司 徳島支店 営業部 部長 徳島支店 設備工事部 部長技師 

秋山 幹雄 徳島支店 徳島建設所長 電力本部 建設部 副部長 兼 建設統括課長 

川田  茂 高知支店 設備工事部長 技術本部 設備技術部 部長 兼 設備工事課長 

梨野 哲仁 愛媛支店 営業部長 兼 PFI/PPP事業課長 営業本部 営業部 部長 兼 PFI/PPP事業課長 

戒能 健一 愛媛支店 設備工事部 設備1課長 愛媛支店 設備工事部 設備1課 課長技師 

三浦 恭由※ 愛媛支店 沖縄営業所長 兼 設備課長 愛媛支店 設備工事部 沖縄事業所長 

細谷 正司 香川支店 観音寺営業所長 営業本部 営業部 副部長 兼 営業課長 

糸村 昌典 ㈱香川クリエイト 出向 営業本部 営業部 副部長 

（※１名は、７月１日付） 

以 上 


