
 

 
 
 
 

平成 30 年 3 月 16 日 
各  位 

会 社 名 北 海 電 気 工 事 株 式 会 社 
代表者名  取 締 役 社 長 吉本 浩昌 

（コード番号 1832 札証） 
問合せ先  執行役員総務部長 川本 道之 

（TEL 011-811-9411） 
 
 

組織改正および役付取締役の委嘱業務・担務の変更、 

執行役員の委嘱業務、人事発令に関するお知らせ 
 

 

当社は、下記のとおり組織改正および役付取締役の委嘱業務・担務の変更、執行役員の委

嘱業務、人事発令を行いますのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
１．組織改正（平成 30 年 4 月 1 日付） 
 
（１）地中線部の新設 

     地中線工事にかかる二つの組織（電力工事部地中送電グループと札幌支店配電地

中グループ）を廃止・統合し、地中線工事の施工体制の強化と受注への適切な対応

など機能的な事業運営を目的とするものです。 
 
 （２）東京営業所の体制強化 
     首都圏における受注・施工体制の強化および権限・機能の拡大を図り、営業部の

内部組織から自立的に組織運営できる体制とします。 
 
 
２．役付取締役の委嘱業務・担務の変更（平成 30 年 4 月 1 日付） 

 
    

 
 
 
 
 

役　職　名 氏　　　名 委嘱業務・担務 旧委嘱業務・担務

常務取締役 仲　野　　孝
安全品質部・配電部・電力工事部・
地中線部・電力保守部担当

安全品質部・配電部・電力工事部・
電力保守部担当



 

 
 
３．執行役員の委嘱業務（平成 30 年 4 月 1 日付） 

 

 
 
４．人事発令 
（１）一  般（平成 30 年 4 月 1 日付） 

 

氏　　　名 委嘱業務 旧委嘱業務

大久保　　之  彦 執行役員 函館支店長 執行役員 苫小牧支店長

樋　口　　正　史 執行役員 地中線部長
執行役員 函館支店長 兼
企画部 部長（地中線組織担当）

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

苫小牧支店長
岩見沢支店長 兼
総務グループ グループリーダー

杉山　　誠

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
部長代理

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
部長代理 兼
電力工事部 送電グループ 部長代理

滋野　　進

情報通信部 部長代理
情報通信部 移動体事業グループ
グループリーダー 兼 部長代理

大貫　博志

情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 部長代理

情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 部長代理 兼
安全品質リーダー

上村　和正

情報通信部 移動体事業グループ
グループリーダー 兼 部長代理

情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 部長代理

横屋　広勝

電力保守部 部長代理 兼
人事労務部 人材開発センター 部長代理

電力保守部 部長代理 兼
配電部 部長代理 兼
人事労務部 人材開発センター 部長代理

富田　　章

岩見沢支店長 兼
総務グループ グループリーダー

札幌支店 地中配電グループ
グループリーダー 兼 支店長代理 兼
配電部 部長代理

武田　義和

電力工事部 発変電グループ
チームリーダー 兼 次長

企画部 次長 井上　裕司

監査役室 室長代理 資材部 購買契約グループ 部長代理 中村　真也

東京営業所 次長
電設工事部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長

小栗　得一

電設工事部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長

電設工事部 工事グループ 次長 細井　正伸

電設工事部 次長 兼
安全品質リーダー 兼
人事労務部 人材開発センター 次長

電設工事部 工事グループ 次長 佐々木 和敏

電設工事部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長

電設工事部 工事グループ 次長 木村　元一



 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

旭川支店 配電グループ
グループリーダー 兼 次長

配電部 次長 兼
安全品質リーダー 兼
配電部 配電技術センター 次長

福盛　　守

配電部 配電技術センター長 兼
人事労務部 人材開発センター 次長

配電部 配電技術センター長 佐藤　宗一

安全品質部 次長
配電部 配電技術センター 次長 兼
人事労務部　人材開発センター　次長

岡崎　昌晃

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
次長

電力工事部　発変電グループ　次長　兼
営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
次長

ｱｯｼｬｰﾌｪﾘｯｸｽ

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 部長代理

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 部長代理

中村　匡秀

電力工事部 基幹送電工事グループ
次長 兼 安全品質リーダー

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 次長

山田　　誠

電力工事部 送電グループ 次長 兼
安全品質リーダー

電力工事部 統括グループ
安全品質リーダー 兼 送電グループ 次長

笹山　康彦

情報通信部 情報通信グループ
グループリーダー 兼 チームリーダー 兼
部長代理 兼 安全品質リーダー

情報通信部　情報通信グループ
グループリーダー　兼
チームリーダー　兼　部長代理

石川　敦司

配電部 次長 兼　安全品質リーダー
旭川支店　配電グループ
グループリーダー　兼　次長

片岡　　敢

室蘭支店 配電グループ
グループリーダー 兼 次長

小樽支店 配電グループ
グループリーダー 兼 次長

笹森　勝信

営業部 企画グループ 次長
釧路支店 総務グループ
グループリーダー 兼 次長

浜田　真実

苫小牧電力保守センター所長 兼
安全品質リーダー

苫小牧電力保守センター所長 兼
用地グループ グループリーダー 兼
安全品質リーダー

柳川　彰則

情報通信部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長

情報通信部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長 兼
安全品質リーダー

片石　　晃

電力保守部 変電グループ 部長代理
電力保守部 変電グループ
グループリーダー 兼 部長代理

大沢　　猛

旭川支店 発変電グループ 次長 旭川支店付次長 ㈱アイテス出向 笠井　和喜

配電部 部長代理 兼
札幌支店 支店長代理

札幌支店 支店長代理
（地中配電グループ駐在）

松岡　秀樹

電力保守部 用地グループ 次長
釧路電力保守センター所長 兼
安全品質リーダー

坂上　淳一

釧路支店 総務グループ
グループリーダー 兼 課長

資材部 購買契約グループ 課長 千葉　高広

安全品質部 課長 環境設備部 安全品質リーダー 兼 課長 青山　一暁

函館支店 発変電グループ 課長 電力工事部 発変電グループ 課長 清水　直和



 

 
 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 課長

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 課長

遠田　光弘

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 課長

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 課長 兼
送電グループ チームリーダー

畑　　史郎

稚内営業所長 兼 安全品質リーダー 稚内営業所長 三浦　一彦

配電部 配電技術センター 課長
稚内営業所 配電グループ
グループリーダー 兼 課長

佐賀　隆幸

配電部 配電技術センター 課長
札幌支店 配電グループ
チームリーダー 兼 課長

芳賀　利啓

帯広支店 配電グループ 課長 札幌支店 白石配電センター 課長 古川　幸徳

小樽支店 配電グループ
グループリーダー 兼 課長

中標津営業所長 齋藤　　東

情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 課長

帯広支店 情報通信グループ
グループリーダー 兼 課長

鈴木　路秋

札幌支店 配電グループ
チームリーダー 兼 課長

浦河営業所長 佐藤　徹博

函館支店 配電グループ
グループリーダー 兼 課長

室蘭支店 配電グループ
グループリーダー 兼 課長

蛇谷　　将

電力工事部 送電グループ 課長 函館支店 送電グループ 課長 島田　孝彦

電力工事部 基幹送電工事グループ 課長 電力工事部 送電グループ 課長 川埜　　貢

電力工事部 統括グループ 課長 電力工事部 送電グループ 課長 石郷岡　寛

電力工事部 統括グループ
チームリーダー 兼 課長

電力工事部 統括グループ 課長 高橋　　仁

札幌電力保守センター 線路保全Ⅱグループ
課長

札幌電力保守センター 線路保全Ⅱグループ
グループリーダー　兼　課長

武田　玲宏

旭川電力保守センター 線路保全グループ
課長

旭川電力保守センター 線路保全グループ
グループリーダー 兼 課長

宮本　弘行

旭川電力保守センター 線路保全グループ
課長（北見駐在）

旭川電力保守センター 線路保全グループ
課長

佐藤　繁寿

旭川電力保守センター 線路保全グループ
グループリーダー 兼 課長

旭川電力保守センター 線路保全グループ
課長

太田　哲二

札幌電力保守センター 線路保全Ⅱグループ
グループリーダー 兼 課長

釧路電力保守センター 線路保全グループ
グループリーダー 兼 課長

吉田　孝治

網走営業所長 北見支店 配電グループ 課長代理 米澤　貞二



 

 
 

 
（２）組織改正関連（平成 30 年 4 月 1 日付） 

①地中線部の新設 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

中標津営業所長 北見支店 配電グループ 課長代理 筒渕　俊和

遠軽営業所長 網走営業所長 小池　定幸

浦河営業所長 帯広支店 配電グループ 課長代理 坂本　和之

浜頓別営業所長 浜頓別営業所 副長 森　　厚人

斜里営業所長 北見支店 配電グループ 主任 藤原　義明

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

地中線部 工事２グループ
グループリーダー 兼 部長代理

電力工事部 地中送電グループ
グループリーダー 兼 部長代理

吉本　富男

地中線部 工事１グループ
チームリーダー 兼 次長

電力工事部 地中送電グループ
チームリーダー 兼 次長

本多　勇一

地中線部 工事２グループ
チームリーダー 兼 次長

電力工事部 地中送電グループ
チームリーダー 兼 次長

鈴木　佳紀

地中線部 工事２グループ 次長 安全品質部 次長 土門　　敦

地中線部 工事２グループ 次長 札幌支店 地中配電グループ 次長 竹谷　一法

地中線部 工事１グループ
グループリーダー 兼 次長

函館支店 配電グループ
グループリーダー 兼 次長

髙井　　仁

地中線部 安全品質リーダー 室蘭支店 安全品質リーダー 佐坂　卓史

地中線部 工事２グループ
チームリーダー 兼 課長

札幌支店 地中配電グループ
チームリーダー 兼 課長

石井　幸一

地中線部 工事１グループ
チームリーダー 兼 課長

札幌支店　地中配電グループ
チームリーダー 兼 課長

阿部　正輝

地中線部 工事１グループ
チームリーダー 兼 課長

電力工事部 地中送電グループ
チームリーダー 兼 課長

稲村　安幸

地中線部 工事１グループ 課長 電力工事部 地中送電グループ 課長 庄司　茂記

地中線部 工事１グループ 課長 兼
人事労務部 人材開発センター 課長

電力工事部 地中送電グループ 課長 東井　　勲



 

 
 
②東京営業所の体制強化 

 
（３）北海道電力㈱からの出向者（出向受入）（平成 30 年 4 月 1 日付） 

 
（４）採  用（平成 30 年 4 月 1 日付） 

 
以 上 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

東京営業所長 営業部 東京営業所長 二宮　　進

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

企画部 部長 北海道電力㈱ 石井　英次

企画部 部長代理 北海道電力㈱ 前田　匡史

情報通信部 工事グループ 課長 北海道電力㈱ 岡部　英人

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

総務部 課長 北海道電力㈱ 大場　勝仁

配電部 次長 北海道電力㈱ 渡辺　克己

電力保守部 変電グループ
グループリーダー 兼 次長

北海道電力㈱ 永沢　　満

地中線部 工事１グループ 次長 北海道電力㈱ 大宅　宏徳

釧路支店 発変電グループ 課長 北海道電力㈱ 小野　昌司

帯広支店 送電グループ 次長 北海道電力㈱ 伊藤　正人

室蘭支店 安全品質リーダー 北海道電力㈱ 佐藤　正人

旭川電力保守センター所長 兼
安全品質リーダー

北海道電力㈱ 野崎　雅稔

釧路電力保守センター所長 兼
安全品質リーダー

北海道電力㈱ 池田　俊彦

釧路電力保守センター 線路保全グループ
グループリーダー 兼 課長

北海道電力㈱ 吹浦　賢治

苫小牧電力保守センター 線路保全グループ
課長

北海道電力㈱ 佐藤　雅浩


