
２０２２年３月１日

【部長・副部長級等の異動】（9名）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

人事労務部 副部長(人事) 総務部 課長(総務) 上杉　奉厳

電力本部 配電部 部長 兼 配電統括課長 電力本部 配電部 部長 兼 配電機材課長 小笠原　渉

徳島支店 原価管理室長 徳島支店 原価管理室 課長 中野　誉四

徳島支店 総務部長 企画部 課長 田中　雅史

徳島支店 設備工事部長 兼 サポート課長 ㈱アクセル徳島 仁志　吉宏

高知支店 安全部長 高知支店 山田営業所長 田村　祐一

愛媛支店 原価管理室長 愛媛支店 八幡浜営業所 設備課長 萩尾　信吾

愛媛支店 配電部長 四国電力送配電㈱ 宇和島支社 大洲事業所長 池内　武彦

香川支店 設備工事部 部長技師 香川支店 営業部 設計課長 島本　英昌

【所長・課長級等の異動】（95名）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

安全部 課長(体感教育) 香川支店 高松営業所 配電工事センター長 山田　和秀

安全部 課長
香川支店 観音寺営業所 配電設備センター長
兼 技術課長

大林　広治

総務部 課長(総務) 人事労務部 課長(人事) 西井　宏治

総務部 課長(秘書) 総務部 課長 川谷　眞弓

経理部 課長(経理) 総務部 課長(秘書) 平山　晶士

原価管理室 調達課 課長 原価管理室 調達課 副長 潮田　純一

技術本部 設備技術部 技術教育課長 技術本部 設備技術部 技術教育課 課長 白川　博一

技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ営業課長 技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ営業課 課長 野本　明宏

技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発１課長 技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発課長 濱田　智祥

技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発１課 課長 技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発課 課長 合田　　浩

技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発１課 課長 技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発課 副長 木原　誠二

技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ開発２課長 技術本部 ＣＡＤ開発部 ＣＡＤ営業課 課長 合田　美穂

電力本部 配電部 配電資機材課長 電力本部 配電部 配電資材管理課長 竹田　一男

電力本部 配電部 配電資機材課 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 副長

山田　　正

人事異動について（２０２２年３月１日付）

　　　　当社は、２０２２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。
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（前頁の続き）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

電力本部 配電部 配電工事課長
四国電力送配電㈱ 高松支社
ネットワークサービス部 配電管理課長

楠原　春樹

電力本部 配電部 配電開発課長 電力本部 配電部 配電開発課 課長 右城　武彦

電力本部 配電部
配電デジタルソリューション課長

電力本部 配電部 配電工事課 副長 上杉　鉄也

電力本部 建設部 営業課 課長 電力本部 建設部 営業課 副長 西神　英幸

電力本部 建設部 中央建設所長 四国電力送配電㈱ 高松支社 電力部 次長 小比賀茂樹

電力本部 建設部 中央建設所 副所長 兼
技術課長

四国電力送配電㈱ 高松支社 電力部
高松送電センター所長

井上　勇三

東京本部 工事部 工事１課 課長技師 東京本部 工事部 サポート課 課長 樫原　真治

東京本部 工事部 サポート課長 ㈱キャデワサービス 前田　浩祐

大阪本部 総務課長 愛媛支店 総務部 総務課 主任 小西　達也

大阪本部 営業部 営業課長 大阪本部 営業部 営業課 課長 眞鍋　英輔

徳島支店 設備工事部 設備１課長 徳島支店 設備工事部 設備３課長 勝間　　剛

徳島支店 設備工事部 設備１課 課長技師 徳島支店 設備工事部 設備１課 工事長 岩崎　充宏

徳島支店 設備工事部 設備１課 課長技師 徳島支店 設備工事部 設備１課 工事長 湯藤　艶樹

徳島支店 設備工事部 設備３課長 徳島支店 阿南営業所 設備課 課長技師 岡田　順治

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

近藤　喜昭

徳島支店 徳島建設所 建設課 課長 電力本部 建設部 中央建設所 技術課長 妹尾　章司

徳島支店 徳島建設所 建設課 課長技師 徳島支店 徳島建設所 建設課 工事長 山口　　誠

徳島支店 徳島営業所 副所長 兼
配電技術センター長

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術２課長

松本　　裕

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術１課長

徳島支店 阿南営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

杉山　祐二

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術２課長

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術１課 副課長

播岡　宏明

徳島支店 徳島営業所 配電工事センター長 兼
機材課長

徳島支店 配電部 配電課長 氏原　一寛

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 徳島営業所 配電工事センター
架空線工事課 副課長

湯佐　和博

徳島支店 池田営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

四国電力送配電㈱ 徳島支社
ネットワークサービス部 配電計画課 副長

林　　博文

徳島支店 池田営業所 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 副長

星山　公俊

徳島支店 文理営業所長 徳島支店 文理営業所 副所長 高田　雅巳

徳島支店 吉野川営業所 配電設備センター
技術１課長

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術２課 副課長

本梅　　勝

徳島支店 阿南営業所長 兼 営業課長
徳島支店 徳島営業所 配電工事センター長 兼
機材課長

関　　雅憲

徳島支店 阿南営業所 副所長 兼 設備課長 徳島支店 阿南営業所 設備課長 炭谷　安博

徳島支店 阿南営業所 設備課 課長技師 徳島支店 阿南営業所 設備課 工事長 吉田　公司

徳島支店 阿南営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

徳島支店 徳島営業所 配電技術センター
技術２課 副課長

井元　芳治

徳島支店 阿南営業所 配電設備センター
技術課 牟岐事業所長

四国電力送配電㈱ 徳島支社 阿南事業所 山本　高弘

徳島支店 阿南営業所 配電設備センター
工事課長

徳島支店 阿南営業所 配電設備センター
工事課 副長

片山　俊光
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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 営業部 設計課長 高知支店 営業部 設計課 課長 尾神　　知

高知支店 営業部 設計課 課長 高知支店 営業部 設計課 副長 和田　　豪

高知支店 設備工事部 設備２課長 技術本部 設備技術部 技術教育課長 白石　秀人

高知支店 設備工事部 設備２課 課長技師 高知支店 設備工事部 設備２課 工事長 林　　真也

高知支店 配電部 配電課 教育担当長
高知支店 高知営業所 配電技術センター
技術２課 副課長

西本　　武

高知支店 高知営業所 配電技術センター
技術１課長

高知支店 中村営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

山ノ内富雄

高知支店 高知営業所 配電技術センター
技術２課 田井事業所長

高知支店 中村営業所 配電設備センター
技術課 副課長

岡﨑　永通

高知支店 中村営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

四国電力送配電㈱ 配電部 設備グループ
副リーダー

筒井　英司

高知支店 中村営業所 配電設備センター
技術課 宿毛事業所長

高知支店 中村営業所 配電設備センター
技術課

德増　　保

高知支店 中村営業所 配電設備センター
技術課 窪川事業所長

四国電力送配電㈱ 高知支社
ネットワークサービス部 配電計画課 副長

池田　裕司

高知支店 中村営業所 配電設備センター
工事課長

高知支店 須崎営業所 配電設備センター
工事課長

山崎　功二

高知支店 安芸営業所 配電設備センター
技術課 室戸事業所長

高知支店 高知営業所 配電技術センター
技術２課 副課長

南野　種男

高知支店 山田営業所長 高知支店 設備工事部 副部長 兼 設備２課長 上島　　謙

高知支店 須崎営業所 配電設備センター
技術課 佐川事業所長

高知支店 高知営業所 配電技術センター
技術２課 田井事業所長

渕山　幸二

高知支店 須崎営業所 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
架空線工事課 副課長

弘瀬　隆幸

愛媛支店 設備工事部 設備２課長 愛媛支店 設備工事部 設備２課 課長技師 井上　　勉

愛媛支店 配電部 配電課 教育担当長
愛媛支店 松山営業所 配電技術センター
技術１課長

郷田　裕二

愛媛支店 配電部 配電課 工事技術長
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

宮岡　新一

愛媛支店 愛媛情報通信センター
技術営業課長

愛媛支店 愛媛情報通信センター
情報通信工事課 課長技師

浦野　　智

愛媛支店 松山営業所 配電技術センター
技術１課長

愛媛支店 配電部 教育担当長 兼 配電課 課長 阿部　孝史

愛媛支店 松山営業所 配電技術センター
技術２課 六軒家事業所長 兼 副課長

愛媛支店 西予営業所 配電設備センター長 堀　　英樹

愛媛支店 松山営業所 配電工事センター
架空線工事課 課長

電工愛媛事業協同組合 西森　利幸

愛媛支店 松山営業所 配電工事センター
地中線工事課 課長

愛媛支店 宇和島営業所 配電設備センター
工事課長

坂本　　靖

愛媛支店 宇和島営業所 配電設備センター長
兼 技術課長

四国電力送配電㈱ 宇和島支社
ネットワークサービス部 副長

豊田　勝也

愛媛支店 宇和島営業所 配電設備センター
工事課長

愛媛支店 配電部 配電課 副長 清家　正樹

愛媛支店 西条営業所長 兼 営業課長 愛媛支店 設備工事部 設備２課長 玉井良一郎

愛媛支店 西条営業所 設備課長 愛媛支店 新居浜営業所 設備課長 関谷　通明

愛媛支店 西条営業所 配電設備センター
工事課長

愛媛支店 新居浜営業所 配電設備センター
工事課長

朝隈　貴弘

愛媛支店 今治営業所長 愛媛支店 西条営業所長 兼 設備課長 別府　　勇

愛媛支店 今治営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

愛媛支店 新居浜営業所 配電設備センター長
兼 技術課長

横井　慎也

愛媛支店 今治営業所 配電設備センター
工事課長

愛媛支店 西条営業所 配電設備センター
工事課長

松本　一春

愛媛支店 八幡浜営業所長 兼 営業課長 兼
設備課長

愛媛支店 大洲営業所長 兼 設備課長 高千穂　修
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（前頁の続き）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

愛媛支店 八幡浜営業所 副所長 愛媛支店 西予営業所長 渡邊　和宏

愛媛支店 八幡浜営業所 配電設備センター長
兼 技術課長

四国電力送配電㈱ 松山支社
ネットワークサービス部 配電計画課 副長

櫛笥　英樹

愛媛支店 大洲営業所長 兼 設備課長
愛媛支店 大洲営業所 配電設備センター
工事課長

青石　英世

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 配電部 配電課 工事技術長 佃　　賢作

香川支店 営業部 営業課長 香川支店 営業部 営業課 課長 石原　幹也

香川支店 営業部 設計課長 香川支店 営業部 エコソリューション課長 香川　靖仁

香川支店 営業部 エコソリューション課長 香川支店 営業部 エコソリューション課 課長 太田　修二

香川支店 設備工事部 設備３課 課長技師 香川支店 設備工事部 設備３課 工事長 御廐　伸和

香川支店 高松営業所 副所長 兼
配電技術センター長

電力本部 配電部 配電工事課長 松井　良憲

香川支店 高松営業所 配電工事センター長 電力本部 配電部 配電開発課長 川西　卓美

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 高松営業所 配電工事センター
機材課長

大川　正晃

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 中讃営業所 配電工事センター
架空線工事課 副長

林　　英樹

香川支店 東讃営業所 設備課長 香川支店 設備工事部 設備３課 課長技師 鹿庭　英信

香川支店 東讃営業所 配電設備センター長 兼
技術課長

四国電力送配電㈱ 高松支社
ネットワークサービス部 配電計画課 副長

岩藤　正博

香川支店 中讃営業所 配電技術センター
技術１課長

四国電力送配電㈱ 高松支社 ネットワーク
サービス部 お客さまセンター 内線審査課 副長

石井　辰也

香川支店 中讃西営業所 設備２課長 香川支店 設備工事部 設備２課 工事長 松尾　靖広

香川支店 観音寺営業所 配電設備センター長
兼 技術課長

四国電力送配電㈱ 高松支社
ネットワークサービス部 配電計画課 副長

合田　宏明

【関係会社等への異動】（6名）
新所属・役職 旧所属・役職 氏  名

㈱ベルテック 徳島支店 総務部長 西村　正博

アイ電気通信㈱ 大阪本部 総務課長 大森　武志

㈱アクセル徳島 徳島支店 設備工事部 設備１課長 計盛　隆雄

㈱アクセル徳島 徳島支店 阿南営業所長 兼 営業課長 横手　英俊

㈱アクセル松山 電力本部 配電部 配電統括課長 樋口　晃生

電工愛媛事業協同組合 愛媛支店 八幡浜営業所長 兼 営業課長 升井　　進

以　上
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