
2021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 阿部 幹司

（コード番号 1832 札証） 
問合せ先  執行役員総務部長 村上  広

（TEL 011-811-9411） 

執行役員の委嘱業務の変更および退任ならびに
人事発令に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、執行役員の委嘱業務の変更および退任ならびに人事発令を実施するこ

とにいたしましたのでお知らせします。

記

１．執行役員の委嘱業務の変更（2021年 4月 1日付） 

２．執行役員の退任（2021 年 3月 31日付）

３．人事発令

（１）一  般（2021年 4 月 1 日付）

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名

監査役室 部長 監査役室長 大山 博嗣

配電部 部長
配電部 技術グループ 

グループリーダー 兼 部長
齋藤 浩志

企画部 システムグループ 

グループリーダー 兼 部長代理

企画部 部長代理 兼

システムグループ

グループリーダー

田中  篤 

電設工事部 工事グループ 

グループリーダー 兼 部長代理

電設工事部 工事グループ 

グループリーダー 兼

チームリーダー 兼 部長代理

坂本 考順

氏  名 新委嘱業務 現委嘱業務

杉 山  誠 執行役員 旭川支店長 執行役員 苫小牧支店長

氏  名 現委嘱業務
新所属・役職名

（2021 年 4 月 1 日付） 

齋 藤 敏 夫 執行役員 計測器部長 参与 監査役室長



 

新所属・役職名 現所属・役職 氏  名 

配電部 技術グループ  
グループリーダー 兼 部長代理 

配電部 技術グループ 部長代理 遠藤 義行 

配電部  
配電技術センター 部長代理 

配電部 配電技術センター長 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 

高園 尚人 

岩見沢支店長 兼  
総務グループ グループリーダー 

情報通信部 情報通信グループ 

グループリーダー 兼  
部長代理 兼 安全品質リーダー 

石川 敦司 

情報通信部 統括グループ  
グループリーダー 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 

チームリーダー 兼 部長代理 
﨑野   一 

情報通信部 通信工事グループ 

グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 部長代理 

情報通信部 工事グループ  
グループリーダー 兼  
部長代理 

伊藤 尚之 

計測器部 技術グループ  
グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 部長代理 

計測器部 製造グループ  
グループリーダー 兼 部長代理 

長谷川 公輝 

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 用地グループ  
グループリーダー 兼 部長代理 

兼 人事労務部  
人材開発センター 部長代理 

東  正人 

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 部長代理 

旭川支店 配電グループ  
グループリーダー 兼  
支店長代理 

福盛   守 

小樽支店長 兼  
総務グループ グループリーダー 

札幌支店 配電グループ  
グループリーダー 兼  
支店長代理 

片岡   敢 

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 

武田 義和 

営業部 企画グループ  
グループリーダー 兼 部長代理 

営業部 企画グループ 部長代理 矢元   修 

電設工事部 技術グループ 次長 
電設工事部 工事グループ  
チームリーダー 兼 次長 

佐々木 由 

札幌支店 配電グループ  
グループリーダー 兼  
支店長代理 

配電部 部長代理 兼  
安全品質リーダー 

江端 隆志 

考査室 次長 配電部 配電グループ 次長 渡辺 克己 

人事労務部  
人材開発センター 次長 

情報通信部  
情報通信グループ 次長 

久古 忠則 

情報通信部 統括グループ  
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 

岡部 英人 

地中線部 工事２グループ  
グループリーダー 兼 部長代理 

地中線部 工事２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 

木村 元一 

 



 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 
電力保守部 用地グループ  
グループリーダー 兼 次長 

電力保守部 用地グループ 次長 岡本 直樹 

旭川支店 次長 旭川支店 安全品質リーダー 林  敏昌 

旭川電力保守センター  
線路保全グループ 次長 

旭川支店 送電グループ  
グループリーダー 兼 次長 

石原 浩一 

札幌支店 東技術センター長 
札幌支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 次長 

大竹 克明 

配電部 次長 兼  
安全品質リーダー 

札幌支店 東技術センター長 亀  文雄 

旭川支店 次長 苫小牧支店 安全品質リーダー 矢部  豊 

旭川支店 配電グループ  
グループリーダー 兼  
支店長代理 

苫小牧支店 配電グループ  
グループリーダー 兼  
支店長代理 

瀧澤 茂雄 

函館支店 配電グループ  
グループリーダー 兼 次長 

室蘭支店 配電グループ  
グループリーダー 兼 次長 

笹森 勝信 

苫小牧支店 配電グループ  
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 

蛇谷  将 

函館支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 次長 

函館支店 技術グループ  
グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 次長 

中江 不二樹 

電設工事部 工事グループ  
チームリーダー 兼 課長 

電設工事部 工事グループ 課長 菊地 祐二 

電設工事部 工事グループ  
チームリーダー 兼 課長 

電設工事部 工事グループ 課長 大西 広幸 

情報通信部 移動体工事グループ 

チームリーダー 兼 課長 
情報通信部  
移動体事業グループ 課長 

今西 雅弘 

地中線部 課長 兼  
人事労務部  
人材開発センター 課長 

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 

東井  勲 

営業部  
ソリューションエンジニアリング

グループ 課長 

地中線部 工事２グループ  
チームリーダー 兼 課長 

須田  聡 

計測器部 業務グループ 課長 
計測器部 業務グループ  
チームリーダー 兼 課長 

阪  豊寛 

計測器部付 課長 
ほくでんネットワーク株式会社出

向 

計測器部 計器グループ  
チームリーダー 兼 課長 

加藤 博樹 

計測器部 計器グループ  
チームリーダー 兼 課長 

計測器部 計器グループ 課長 渡辺 一彦 

計測器部 製造グループ  
グループリーダー 兼 次長 

計測器部 製造グループ  
チームリーダー 兼 次長 

高澤 孝二 

計測器部 製造グループ  
チームリーダー 兼 課長 

計測器部 製造グループ 課長 山本 直孝 

 
 



 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 
計測器部  技術グループ 課長 

兼 校正試験センター 課長 
計測器部 技術グループ 課長 小西 英樹 

札幌電力保守センター  
線路保全グループ 課長 

電力保守部 線路保全グループ 

課長 兼 安全品質リーダー 
奈良岡 孝雄 

電力保守部 線路保全グループ 

課長 兼 安全品質リーダー 
電力保守部 線路保全グループ 

課長 
前田  聡 

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 送電グループ 課長 田中 哲朗 

札幌支店 配電グループ 次長 
札幌支店 配電グループ  
チームリーダー 兼 次長 

佐藤 徹博 

札幌支店 配電グループ  
チームリーダー 兼 課長 

札幌支店 配電グループ 課長 稲舩  智 

安全品質部 課長 札幌支店 石狩配電センター長 岩野 貴寿 

札幌支店 石狩配電センター長 
札幌支店 石狩配電センター 
課長 

岸本 哲也 

札幌支店 札幌配電センター長 
札幌支店 札幌配電センター  
課長 

内海 秀暁 

岩見沢支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 課長 

札幌支店 北技術センター 課長 柳本 洋人 

室蘭支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

札幌支店 千歳技術センター長 北川  昌 

札幌支店 千歳技術センター長 
岩見沢支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 課長 

山縣  茂 

小樽支店 技術グループ  
グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 課長 

小樽支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

佐藤 祐紀 

稚内営業所長 兼  
安全品質リーダー 

倶知安営業所長 山崎 裕二 

資材部 札幌資材センター長 倶知安営業所 課長 古川 幸徳 

帯広支店 安全品質リーダー 
釧路支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

坂本 秀一 

釧路支店 技術グループ  
グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 課長 

釧路支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 課長 

久保島 将充 

倶知安営業所長 中標津営業所長 筒渕 俊和 

中標津営業所長 中標津営業所 所長代理 古田 智弘 

帯広支店 技術グループ  
グループリーダー 兼  
チームリーダー 兼 課長 

帯広支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

豊島 康博 

札幌支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 課長 

苫小牧支店 技術グループ  
チームリーダー 兼 課長 

菅原 浩一 



 

 
（２）組織改正関連（札幌電力保守センター 線路保全グループ）（2021年 4月 1 日付） 

 
（３）採  用（2021年 4月 1日付） 

 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

函館支店 安全品質リーダー 
室蘭支店 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

市岡 勝弘 

室蘭支店 配電グループ  
グループリーダー 兼 課長 

函館支店 配電グループ  
チームリーダー 兼 課長 

桑内 秀人 

情報通信部 通信工事グループ 

チームリーダー 兼 課長 
函館支店 情報通信グループ  
課長 

斉藤 雅樹 

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 兼  
電力保守部 用地グループ 課長 

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 

遠藤 隆行 

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 

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 

吉田 孝治 

地中線部 工事１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 課長 

平野  誠 

函館電力保守センター  
線路保全グループ 課長 

函館電力保守センター 所長 兼 

安全品質リーダー 
津村 君雄 

函館電力保守センター 所長 兼 

安全品質リーダー 

苫小牧電力保守センター  
線路保全グループ  
グループリーダー 兼 課長 

佐藤 雄二 

浜頓別営業所長 富良野営業所 課長代理 泉  克治 

日高営業所長 
岩見沢支店 配電グループ  
課長代理 

藤井 政男 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 
札幌電力保守センター  
線路保全グループ  
グループリーダー 兼 課長 

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 

高杉 周平 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

計測器部長 北海道電力ネットワーク株式会社 田代  智 

配電部 技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長 北海道電力ネットワーク株式会社 千葉 康司 

旭川支店 安全品質リーダー 北海道電力ネットワーク株式会社 浜崎  誠 

苫小牧支店 安全品質リーダー 北海道電力ネットワーク株式会社 坂田 勝宏 

苫小牧支店 発変電グループ  
次長 

北海道電力ネットワーク株式会社 旭  義勝 

計測器部 工事グループ  
次長 兼 安全品質リーダー 

北海道電力ネットワーク株式会社 渡邊 馨一郎 



 

 

 
（４）北海道電力ネットワーク株式会社からの出向者（出向受入）（2021年 4月 1日付） 

 
（５）北海道電力ネットワーク株式会社からの出向者（出向解除）（2021年 3月 31 日付） 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

北海道電力ネットワーク株式会社 企画部 部長 石井 英次 

北海道電力ネットワーク株式会社 
滝川営業所 技術グループ 
グループリーダー 兼 次長 

上野 英樹 

北海道電力ネットワーク株式会社 
電力保守部 送電グループ  
グループリーダー 兼 課長 

野島  進 

 
 

以 上   

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 
旭川電力保守センター  
線路保全グループ 課長 

北海道電力ネットワーク株式会社 渡邊 克浩 

電力工事部 統括グループ 課長 北海道電力ネットワーク株式会社 坂井  勉 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

企画部 次長 北海道電力ネットワーク株式会社 脊戸 三知郎 

滝川営業所 技術グループ  
グループリーダー 兼 課長 

北海道電力ネットワーク株式会社 佐藤 和次 

電力保守部 変電グループ 課長 北海道電力ネットワーク株式会社 田宮 孝行 

電力保守部 送電グループ  
グループリーダー 兼 課長 

北海道電力ネットワーク株式会社 中野 浩之 

電力工事部  
エンジニアリンググループ 課長 

北海道電力ネットワーク株式会社 山内  等 


