
 

 

 

平成 29 年 3 月 17 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  大 房  孝 宏 

  （ コ ー ド 番 号  札 証  １ ８ ３ ２ ） 

                      問 合 せ 先  執行役員総務部長  川 本   道 之 

（ＴＥＬ  （０１１）８１１－９４１１） 

 

 

組織改正、役付取締役および取締役の委嘱業務・担務の変更、 

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、役付取締役および取締役の委嘱業務・担務の変更、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 29 年 4 月 1 日付） 
（１）営業体制の見直し 

営業情報の集中管理および営業活動の効率的かつ効果的な推進を目的に、現在の当社の営

業窓口である「ソリューション営業部」および「新エネルギー総合技術部」を「営業部」とし

て統合するとともに、「営業本部」を廃止します。 
 

（２）支店体制の見直し 
札幌圏における施工体制および安全品質管理体制の強化ならびに生産性の向上を目的に、

札幌圏の施工管理業務を札幌支店に一元化し、札幌東支店を廃止します。 
また、支店体制における多階層の解消による業務処理の効率化を目的に、拠点支店および

営業支店の格付けを廃止し、全支店を社長直轄の機関とします。 
 

２．役付取締役および取締役の委嘱業務・担務の変更（平成 29 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 新　谷　明　弘
営業部・電設工事部・
環境設備部・情報通信部担当

新エネルギー総合技術部・
ソリューション営業部・電設工事部・
環境設備部・情報通信部担当
営業本部長

石　丸　勝　之 配電部長
配電部長
配電部　配電技術センター長

笠　島　龍　広 営業部長 ソリューション営業部長

取　締　役



３．人事発令 
（１）一  般（平成 29 年 4 月 1 日付） 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
グループリーダー　兼　部長

新エネルギー総合技術部長 秋山　敏幸

営業部　企画グループ
グループリーダー　兼　部長

新エネルギー総合技術部　部長 上村　裕幸

電力工事部　統括グループ　部長代理　兼
電力工事部　統括グループ付
（一社）送電線建設技術研究会　兼務出向

電力工事部　統括グループ
グループリーダー　兼
チームリーダー　兼　部長代理　兼
電力工事部　統括グループ付
（一社）送電線建設技術研究会　兼務出向

今　　博美

帯広支店長
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

村上　　広

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
グループリーダー　兼
チームリーダー　兼　部長代理

大貫　博志

営業部　東京営業所長 ソリューション営業部　部長代理 二宮　　進

安全品質部　部長代理
電力工事部　統括グループ
部長代理　兼　安全品質リーダー

今川　稔彦

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

情報通信部付部長代理　㈱アイテス出向 横屋　広勝

考査室　室長代理 情報通信部　部長代理 小関　　覚

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

新エネルギー総合技術部　部長代理　兼
電力工事部　送電グループ　部長代理

滋野　　進

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

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

富田　　章

旭川支店長 札幌東支店長 髙橋　義一

情報通信部付部長代理　㈱アイテス出向 旭川支店　支店長代理　兼　情報通信課長 﨑野　　一

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

札幌支店　支店長代理　兼　地中配電課長 武田　義和

電設工事部　技術グループ　部長代理
苫小牧支店　支店長代理　兼
営業電設課長

川口　　博

電力工事部　発変電グループ
チームリーダー　兼　次長　兼
人事労務部　人材開発センター　次長

電力工事部　発変電グループ
チームリーダー　兼　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

梶　　友司

札幌支店　白石配電センター長
配電部　部長代理　兼
新エネルギー総合技術部　部長代理

山田　　強

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

苫小牧電力保守センター所長　兼
安全品質リーダー

柳川　彰則

旭川支店　情報通信グループ
グループリーダー　兼　支店長代理

帯広支店　支店長代理　兼
情報通信課長

中野　秀彦

配電部　次長 配電部　配電技術センター　次長 宮田　明俊

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

電力工事部　発変電グループ　次長　兼
新エネルギー総合技術部　次長

ｱｯｼｬｰﾌｪﾘｯｸｽ

営業部　企画グループ　次長 新エネルギー総合技術部　次長 矢元　　修



 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
次長

新エネルギー総合技術部　次長 池田　敏智

旭川電力保守センター　線路保全グループ
次長

旭川支店　次長　兼　送電課長 馬橋　智範

電設工事部　工事グループ
チームリーダー　兼　次長

旭川支店　次長　兼　営業電設課長 小栗　得一

旭川支店　配電グループ　次長 旭川支店　次長 田中　幸一

札幌支店　札幌配電センター長 北見支店　次長　兼　配電課長 坂本　　茂

札幌支店　次長（地中配電グループ駐在） 札幌支店　次長 松岡　秀樹

札幌支店　地中配電グループ　次長 札幌支店　次長 竹谷　一法

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　次長

釧路支店　次長　兼　情報通信課長 石川　敦司

配電部　配電技術センター長 稚内営業所長 佐藤　宗一

札幌支店　安全品質リーダー 釧路支店　安全品質リーダー 福島　　正

旭川支店　次長 苫小牧支店　安全品質リーダー 小林　敏文

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
次長

新エネルギー総合技術部　次長 大村　剛宏

稚内営業所長 札幌東支店　次長　兼　配電課長 三浦　一彦

室蘭支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

札幌支店　石狩配電センター長 下　　孝広

旭川支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

富良野営業所長 小野　賢司

岩見沢支店　配電グループ
グループリーダー　兼　課長

倶知安営業所長 佐藤　光宏

北見支店　配電グループ　課長 江差営業所長 正津　　勇

電設工事部　技術グループ
チームリーダー　兼　課長

ソリューション営業部　課長　兼
電設工事部　工事１グループ　課長

永田　雅昭

電設工事部　技術グループ　課長 ソリューション営業部　課長 野崎　敦旨

電設工事部　技術グループ　課長 ソリューション営業部　課長 奥村　和徳

電設工事部　技術グループ　課長 ソリューション営業部　課長 引地　　稔

環境設備部　課長　兼
人事労務部　人材開発センター　課長

環境設備部　課長　兼
新エネルギー総合技術部　課長　兼
人事労務部　人材開発センター　課長

田村　　智

電力工事部　発変電グループ
安全品質リーダー　兼　課長

電力工事部　発変電グループ　課長 杉田　英男

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 高橋　　仁

電力工事部　地中送電グループ
チームリーダー　兼　課長

電力工事部　地中送電グループ　課長 鈴木　佳紀

情報通信部　工事グループ
チームリーダー　兼　課長

情報通信部　工事グループ　課長 廣瀬　寿法

営業部
ソリューションエンジニアリンググループ
課長

新エネルギー総合技術部　課長 保倉　秀美

旭川支店　送電グループ
グループリーダー　兼　課長

旭川支店　送電課　課長 石原　浩一



 
 
  

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

苫小牧支店　総務グループ
グループリーダー　兼　課長

札幌東支店　総務課長 福津　　洋

北見支店　配電グループ
グループリーダー　兼　課長

岩見沢支店　配電課長 石塚　　哲

釧路支店　発変電グループ　課長 釧路支店　発変電課長 斉藤　篤司

電力工事部　発変電グループ　課長
（苫小牧支店駐在）

苫小牧支店　発変電課　課長 遠藤 登志英

釧路支店　情報通信グループ
グループリーダー　兼　課長

苫小牧支店　情報通信課長 木下　　尚

電力保守部　用地グループ　課長 札幌電力保守センター　課長 内海　修司

札幌電力保守センター　用地グループ
グループリーダー　兼　課長

苫小牧電力保守センター　課長 遠藤　隆行

札幌支店　地中配電グループ
チームリーダー　兼　課長

旭川支店　配電課　課長 石井　幸一

札幌支店　石狩配電センター長 札幌支店　配電課　課長 吉沢　昌孝

札幌支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

札幌東支店　配電課　課長 高橋　春夫

釧路支店　発変電グループ
グループリーダー　兼　課長

釧路支店　発変電課　課長 大越　雄次

帯広支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

帯広支店　配電課　課長 二階堂 英行

苫小牧支店　営業電設グループ
グループリーダー　兼　課長

苫小牧支店　営業電設課　課長 髙橋　良弘

苫小牧支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

苫小牧支店　配電課　課長 山田　哲也

苫小牧支店　情報通信グループ
グループリーダー　兼　課長

苫小牧支店　情報通信課　課長 宮崎　敏行

函館支店　配電グループ
チームリーダー　兼　課長

函館支店　配電課　課長 長谷川 弘幸

岩内営業所長 網走営業所長 菊地　新一

富良野営業所長 北見支店　配電課　課長代理 櫻井　幸洋

根室営業所長 札幌支店　配電課　課長代理 坂本　　薫

天塩営業所長 札幌東支店　配電課　課長代理 佐藤　義明

倶知安営業所長 小樽支店　配電課　課長代理 山崎　裕二

網走営業所長 釧路支店　配電課　課長代理 小池　定幸

滝川営業所長 帯広支店　配電課　課長代理 鈴木　　浩

日高営業所長 浦河営業所　課長代理 殿山　和彦

福島営業所長 函館支店　配電課　課長代理 三上　勝博

江差営業所長 函館支店　配電課　課長代理 南谷　直仁

羽幌営業所長 旭川支店　配電課　副長 石井　健二



（２）北海道電力㈱からの出向者（出向受入）（平成 29 年 4 月 1 日付） 

 
（３）採  用（平成 29 年 4 月 1 日付） 

 
 
（４）北海道電力㈱からの出向者（出向解除）（平成 29 年 3 月 31 日付） 

 
 
以  上 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

電力工事部　発変電グループ　次長 北海道電力㈱ 池添　厚司

電力工事部　送電グループ　課長 北海道電力㈱ 石郷岡　寛

電力工事部　統括グループ
グループリーダー　兼
チームリーダー　兼　部長代理

北海道電力㈱ 黒崎　　修

旭川支店　発変電グループ　課長 北海道電力㈱ 梅本　純一

釧路支店　安全品質リーダー 北海道電力㈱ 千葉　義明

苫小牧支店　安全品質リーダー 北海道電力㈱ 浅井　　彰

函館支店　発変電グループ　課長 北海道電力㈱ 堀田　直美

札幌電力保守センター　線路保全Ⅰグループ
グループリーダー　兼　課長

北海道電力㈱ 高杉　周平

苫小牧電力保守センター　線路保全グループ
グループリーダー　兼　課長

北海道電力㈱ 佐藤　雄二

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

北海道電力㈱ 電力保守部　部長代理 佐々木 幸男

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

電力保守部　変電グループ　課長 北海道電力㈱ 若松　義博

電力保守部　送電グループ
グループリーダー　兼　課長

北海道電力㈱ 野島　　進

旭川支店　情報通信グループ　課長 北海道電力㈱ 荒井　　悟


