
１.取締役の担務・業務委嘱（平成２５年４月１日付）

役職名 氏  名

常務取締役 高光　美幸

取締役 仲見　俊博

取締役 新谷　明弘

担務・委嘱業務

電力工事部部長

安全品質部・配電部担当
配電部長

取締役の担務・業務委嘱および人事発令に関するお知らせ

札幌支店長

平成25年3月18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 川 照 一

（コード番号 札証 １ ８ ３ ２）

問合せ先 総 務 部 長 清 水 淳 一

（T E L （０１１） ８１１－ ９４１１）
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２.人事発令（平成２５年４月１日付）

（１）理事

発　令　内　容 氏　名

理事　帯広支店長 奥田　悦雄

（２）一般

発　令　内　容 氏　名

法務室　室長　兼　企画部　部長 田嶋　秀実

北見支店長 佐藤　　栄

電力工事部付部長　㈱アイテス出向 佐久間　仁

室蘭支店長　兼　総務課長 大場　　聡

電力工事部　送電グループ　部長代理
兼　電力工事部　送電グループ付
（社）送電線建設技術研究会兼務出向

太野　寿夫

配電部　部長代理

旧　職　名

考査室　室長

安全品質部長

北見支店長

理事　釧路支店長

電力工事部　送電グループ　チームリー
ダー　兼　部長代理

旧　職　名

1



釧路支店長 上村　裕幸

札幌支店　支店長代理 杉山　　誠

安全品質部長 室蘭支店長　兼　総務課長 髙畑　龍二

情報通信部　部長代理　兼　安全品質
リーダー

石川　　卓

総務部　部長代理 細矢　信晴

人事労務部　次長 千葉　賢司

帯広支店　次長　兼　営業電設課長 佐々木　由

配電部　次長　兼　安全品質リーダー 土門　　敦

札幌支店　次長 竹谷　一法

電力工事部　統括グループ  安全品質
リーダー　兼　電力工事部　送電グ
ループ　次長

電力工事部　送電グループ　次長 笹山　康彦

釧路支店　次長　兼　送電課長 電力工事部　送電グループ　次長 三好　政明

電力工事部 地中送電グループ
吉本 富男

情報通信部　部長代理　兼
安全品質リーダー　兼　情報通信部
付部長代理　北海道電力㈱兼務出向

配電部　次長　兼　安全品質リーダー

企画部　部長代理　兼　企画部付部長代
理　㈱アイテス兼務出向

配電部　次長

電設工事部　工事１グループ　次長　兼
ソリューション営業部　次長

企画部　次長

電力工事部 地中送電グループ

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

旭川支店　支店長代理　兼　配電課長
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電力工事部　地中送電グル プ
グループリーダー　兼　次長

吉本　富男

安全品質部　次長 井口　賢治

電力工事部　発変電グループ　チーム
リーダー　兼　次長

釧路支店　次長　兼　発変電課長 長谷川　敬

電力工事部　統括グループ付次長
㈱アイテス出向

釧路支店　次長　兼　送電課長 児玉　浩一

企画部　次長 釧路支店　次長　兼　総務課長 箕輪　恒美

環境設備部　次長 帯広支店　次長　兼　営業電設課長 八木澤　俊樹

旭川支店　次長 森　　和雄

札幌支店　次長 角田　正則

旭川支店　発変電課長　兼　旭川支店
発変電課付　㈱アイテス兼務出向

田中　　篤

電力工事部　送電グループ　チーム
リーダー　兼　課長

長浜　弘明

情報通信部 移動体事業グループ 課長 田中　久夫

苫小牧支店　安全品質リーダー

電力工事部 地中送電グル プ
チームリーダー　兼　次長

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

函館支店　次長　兼　安全品質リーダー

電力工事部　送電グループ　課長

電力工事部　発変電グループ　課長

情報通信部　工事グループ　課長
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旭川支店　配電課　課長 稲森　澄男

旭川支店　配電課　課長 鈴木　　登

釧路支店　総務課長 浜田　真実

小樽支店　配電課長 片岡　　敢

札幌支店　石狩配電センター長 芳賀　利啓

札幌東支店　配電課　課長 馬場　達也

帯広支店　配電課長 瀧口　政美

釧路支店　配電課　課長 住出　和正

釧路支店　発変電課長 斉藤　篤司

電力工事部　統括グループ付課長
㈱アイテス出向

佐藤　義憲

旭川支店　次長　兼　配電課長 野﨑　　裕

札幌電力保守センター　課長 柳川　彰則

札幌支店　石狩配電センター長

札幌東支店　配電課　課長

函館電力保守センター　課長

帯広支店　次長　兼　配電課長

釧路支店　送電課　課長

滝川営業所長

釧路支店　発変電課　課長

名寄営業所長

小樽支店　配電課長

稚内営業所　安全品質リーダー

釧路支店　安全品質担当　課長

札幌支店　総務課　課長
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名寄営業所長 石井　幸一

富良野営業所長 小野　賢司

滝川営業所長 石塚　　哲

福島営業所長 村上　　誠

（３）採用

発　令　内　容 氏　名

配電部　次長 高園　尚人

苫小牧支店　安全品質リーダー 小林　敏文

室蘭支店　安全品質リーダー 林　　敏昌

函館支店　安全品質リーダー 枝松　　豊

富良野営業所長

旭川支店　配電課　課長

釧路支店　配電課　課長

旧　職　名

北海道電力㈱

北海道電力㈱

函館支店　配電課　課長代理

北海道電力㈱

北海道電力㈱
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（４）北海道電力㈱からの出向者（出向解除）（平成２５年３月３１日付）

発　令　内　容 氏　名

北海道電力㈱ 松崎　充泰

（５）北海道電力㈱からの出向者（出向受入）

発　令　内　容 氏　名

資材部　次長 村川　雅文

電力工事部　発変電グループ　課長 梶　　友司

電力保守部　部長代理 中野　　肇

電力保守部　課長 青柳　　功

旭川支店　発変電課　課長（北見支店
駐在）

菅原　敏充

函館支店　情報通信課　課長 柴田　陽一

旧　職　名

北海道電力㈱

北海道電力㈱

北海道電力㈱

北海道電力㈱

北海道電力㈱

北海道電力㈱

釧路電力保守センター所長　兼
安全品質リーダー

旧　職　名
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旭川電力保守センター　課長 宮本　弘行

釧路電力保守センター所長　兼
安全品質リーダー

内海　修司

（６）組織改正異動関連（平成２５年４月１日付）

発　令　内　容 氏　名

考査室　次長 中山　俊治

配電部　配電技術センター　次長 宮田　明俊

　　　　　   以　上

技術開発室　次長

技術開発室　次長

旧　職　名

北海道電力㈱

北海道電力㈱
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