
住友電設株式会社

２０１９年５月１０日

▼人事異動

（発令日：２０１９年６月１日）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名 ｶ　ﾅ

▽

（常務執行役員
　営業本部長
　営業本部競争法コンプライアンス室長
　全社コンプライアンス担当）

取締役 水流　邦夫 ﾂﾙ ｸﾆｵ

▽
（常務執行役員
　本社部門担当）

取締役
情報通信本部担当

野口　亨 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

▽

（常務執行役員
　施設統括本部副本部長
　施設統括本部西部本部長
　技術本部担当）

取締役 尾倉　修 ｵｸﾞﾗ ｵｻﾑ

▽技術本部担当
取締役　常務執行役員
電力事業部長
安全品質管理部担当

松下　亘 ﾏﾂｼﾀ ﾜﾀﾙ

▽スミセツテクノ株式会社業務従事（6/13付取締役社長就任予定）
▽特命事項担当

（本社部門担当
　プラント空調部担当）

取締役　常務執行役員 小川　誠一郎 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ

▽常務理事 （常務執行役員） スミセツテクノ株式会社取締役社長 山角　直久 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾅｵﾋｻ

▽経理部担当
▽営業本部担当
▽全社コンプライアンス担当

常務執行役員
総合企画部長

内池　和彦 ｳﾁｲｹ ｶｽﾞﾋｺ

▽常務執行役員
▽施設統括本部副本部長
▽施設統括本部西部本部長

（執行役員） タイ　セムコン　CO．，LTD． 取締役社長 本田　正 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

▽国際本部営業管理部長 （国際本部海外事業統括部長） 執行役員 鈴木　強美 ｽｽﾞｷ ﾂﾖﾐ

▽顧問

（執行役員
　技術本部長
　技術本部技術開発室長
　情報通信本部（特命事項担当））

長尾　威 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ

▽技術本部長
▽技術本部技術開発室長

（施設統括本部環境ソリューション事業部長
　技術本部(特命事項担当)）

執行役員 東尾　悟 ﾋｶﾞｼｵ ｻﾄｼ

▽常務執行役員
▽営業本部長
▽営業本部競争法コンプライアンス室長

（執行役員
　営業本部副本部長
　営業本部東部営業第一部長）

相澤　雄司 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

▽営業本部東部営業部長 （営業本部東部営業第二部長）
執行役員
営業本部副本部長

宮上　寛人 ﾐﾔｶﾞﾐ ﾋﾛﾋﾄ

▽常務執行役員
▽本社部門担当
▽プラント空調部担当

（執行役員
　人事部長
　シニアエキスパート室長）

島田　哲成 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾅﾘ

▽施設統括本部環境ソリューション事業部長 （営業本部西部営業第二部長）
執行役員
営業本部副本部長

沖野　康治 ｵｷﾉ ﾔｽﾊﾙ

▽常務執行役員
▽施設統括本部副本部長

（執行役員） 施設統括本部東部本部長 武井　裕 ﾀｹｲ ﾕﾀｶ

▽国際本部副本部長
執行役員
Ｐ．Ｔ．タイヨー　シナール　ラヤ　テクニク取締役社長

亀谷　佳津美 ｶﾒﾀﾆ ｶﾂﾐ

▽執行役員
▽営業本部副本部長

本城　雅之 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ

▽執行役員 情報通信本部通信システム事業部長 造田　裕章 ｿﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

▽人事部長　兼　シニアエキスパート室長 藤原　知広 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾛ

▽
（兼施設統括本部東部本部原価企画統括部長
　西部本部原価企画統括部長
　東部本部原価企画統括部設計積算部長）

人材開発部長 広瀬　勝実 ﾋﾛｾ ｶﾂﾐ

▽営業本部市場開発部長 菅原　成和 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ

▽営業本部西部営業部長 （営業本部西部営業第一部長） 野瀬　浩康 ﾉｾ ﾋﾛﾔｽ

▽営業本部情報通信営業部長 （情報通信本部情報通信システム事業部営業部長） 小枝　暢治 ｺｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｼﾞ

▽施設統括本部東部本部原価企画統括部長 施設統括本部東部本部原価企画統括部資材部長 藤本　美弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

▽施設統括本部東部本部原価企画統括部設計積算部長 鈴木　一巳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ

▽施設統括本部東部本部北関東支店長 中野　泰文 ﾅｶﾉ ﾔｽﾌﾐ

▽
（施設統括本部西部本部原価企画統括部次長
　兼　設計積算部長）

松本　学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

▽施設統括本部西部本部原価企画統括部長 施設統括本部西部本部原価企画統括部計画ＰＭ部長 但馬　浩 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

▽施設統括本部西部本部原価企画統括部資材部長 （施設統括本部西部本部広島支店長） 釜本　篤也 ｶﾏﾓﾄ ｱﾂﾔ

▽施設統括本部西部本部原価企画統括部設計積算部長 井戸　武 ｲﾄﾞ ﾀｹｼ

▽施設統括本部西部本部広島支店長 井手　隆夫 ｲﾃﾞ ﾀｶｵ

▽施設統括本部西部本部九州支店次長 （施設統括本部西部本部原価企画統括部資材部長） 池田　啓一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

▽ （施設統括本部環境ソリューション事業部次長＜東京駐在＞） 山内　正彦 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋｺ

▽施設統括本部環境ソリューション事業部次長＜東京駐在＞ （施設統括本部東部本部北関東支店長） 井上　喜雄 ｲﾉｳｴ ﾖｼｵ
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▽国際本部施工管理部長 （国際本部海外事業統括部海外事業管理部長） 鈴木　卓郎 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾛｳ

▽国際本部業務管理部長 （国際本部海外事業統括部業務管理部長） 西藤　健一郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ

▽タイ　セムコン　CO．，LTD． 業務従事（6/7付取締役社長就任予定） （営業本部市場開発部長） 菊池　憲史 ｷｸﾁ ﾉﾘﾌﾐ

（発令日：２０１９年６月７日）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名 ｶ　ﾅ

▽退任 （タイ　セムコン　CO．，LTD． 取締役社長）
常務執行役員
施設統括本部副本部長
施設統括本部西部本部長

本田　正 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

▽タイ　セムコン　CO．，LTD． 取締役社長 菊池　憲史 ｷｸﾁ ﾉﾘﾌﾐ

（発令日：２０１９年６月１３日）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名 ｶ　ﾅ

▽退任 （スミセツテクノ株式会社取締役社長） 常務理事 山角　直久 ﾔﾏｶﾄﾞ ﾅｵﾋｻ

▽スミセツテクノ株式会社取締役社長
取締役　常務執行役員
特命事項担当

小川　誠一郎 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ

（発令日：２０１９年６月１４日）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名 ｶ　ﾅ

▽退任 （Ｐ．Ｔ．タイヨー　シナール　ラヤ　テクニク取締役社長）
執行役員
国際本部副本部長

亀谷　佳津美 ｶﾒﾀﾆ ｶﾂﾐ

▽Ｐ．Ｔ．タイヨー　シナール　ラヤ　テクニク取締役社長 （Ｐ．Ｔ．タイヨー　シナール　ラヤ　テクニク取締役副社長） 執行役員 本江　康男 ﾓﾄｴ ﾔｽｵ

（発令日：２０１９年６月２０日）

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名 ｶ　ﾅ

▽代表取締役　副社長執行役員
▽国際本部長
▽情報通信本部担当

谷　　 信 ﾀﾆ ﾏｺﾄ

▽ （国際本部長）
代表取締役　専務執行役員
施設統括本部長

辻村　勝彦 ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾂﾋｺ

▽常勤監査役
（取締役
　情報通信本部担当）

野口　亨 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ

▼組織変更

（発令日：２０１９年６月１日）

・営業本部

　　①東部営業第一部と東部営業第二部を統合して東部営業部とし、部内に第一グループ、第二グループを新設する。

　　②西部営業第一部と西部営業第二部を統合して西部営業部とし、部内に第一グループ、第二グループを新設する。

・営業本部、情報通信本部情報通信システム事業部

　　①営業本部に情報通信営業部を新設し、部内に開発グループ、東部グループ、西部グループを新設する。

　　②情報通信本部情報通信システム事業部営業部を廃止し、営業本部情報通信営業部に業務を移管する。

・国際本部

　　海外事業統括部を廃止し、営業管理部、施工管理部、業務管理部の３部に再編する。
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