
 

 

 

 

2022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（2022年 4月 1日付） 

 

２．人事発令 

（１）一  般（2022年 4月 1日付） 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

釧路支店長 企画部 部長 近喰 正章 

電力保守部 部長 電力保守部長 羽田野 喜代光 

計測器部 部長 
計測器部 業務グループ グルー

プリーダー 兼 部長 
今 務 

北見支店長 兼 総務グループ  

グループリーダー 
北見支店長 瀧口 政美 

企画部 部長代理 
企画部 システムグループ 

グループリーダー 兼 部長代理 
田中 篤 

氏  名 新委嘱業務 現委嘱業務 

大 場   聡 人事労務部人材開発センター長 安全品質部長 

増 田   徹 安全品質部長 釧路支店長 

衣 笠 泰 秀 人事労務部長 
人事労務部長、人事労務部人材

開発センター長 



 

新所属・役職名 現所属・役職 氏  名 

企画部 業務変革推進グループ 

グループリーダー 兼 部長代理 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ グループリーダー  兼 

部長代理 兼 企画部 部長代理 

井上 裕司 

電設工事部 工事グループ   

グループリーダー 兼 部長代理 

東京支社長 兼 安全品質リーダ

ー 
小栗 得一 

配電部 部長代理 兼 安全品質

リーダー 

釧路支店 配電グループ グルー

プリーダー 兼 支店長代理 
石塚 哲 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ グループリーダー 兼 

部長代理 

電力工事部  発変電グループ  

チームリーダー 兼 部長代理 
清野 純秀 

計測器部 業務グループ グルー

プリーダー 兼 部長代理 

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 

長谷川 公輝 

計測器部 技術工事グループ グ

ループリーダー 兼 部長代理 

計測器部 工事グループ グルー

プリーダー 兼 部長代理 
小笠原 康成 

札幌支店 支店長代理 安全品質部 部長代理 岡崎 昌晃 

東京支社長 兼 安全品質リーダ

ー 

電設工事部 工事グループ グル

ープリーダー 兼 部長代理 
坂本 考順 

企画部 システムグループ グル

ープリーダー 兼 次長 
企画部 システムグループ 次長 谷藤 悟 

配電部 配電グループ 次長 
配電部 次長 兼 安全品質リー

ダー 
亀 文雄 

電力工事部 発変電グループ  

次長 

電力工事部 発変電グループ 次

長 兼 安全品質リーダー 
池添 厚司 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ 次長 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ 次長 兼 安全品質リー

ダー 

小山 明 

情報通信部 移動体工事グループ 

次長 

情報通信部  通信工事グループ 

次長 
田中 久夫 

計測器部 次長 
計測器部 業務グループ チーム

リーダー 兼 次長 
葛西 智彦 

計測器部 業務グループ チーム

リーダー 兼 安全品質リーダー 

兼 次長 

計測器部  業務グループ  次長 

兼 安全品質リーダー 
渡邊 馨一朗 

計測器部 製造グループ グルー

プリーダー 兼 チームリーダー 

兼 次長 

計測器部 製造グループ グルー

プリーダー 兼 次長 
高澤 孝二 



 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

岩見沢支店 技術グループ   

グループリーダー 兼 次長 

札幌支店 技術グループ 北技術

センター長 
阿部 晃久 

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 次長 

苫小牧支店 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 

新田 一義 

釧路支店 配電グループ グルー

プリーダー 兼 次長 

岩見沢支店 配電グループ グル

ープリーダー 兼 次長 
久須美 勲 

苫小牧支店 発変電グループ  

グループリーダー 兼 次長 

函館支店 発変電グループ グル

ープリーダー 兼 次長 
清水 直和 

函館支店 安全品質リーダー 
函館支店 技術グループ グルー

プリーダー 兼 次長 
中江 不二樹 

資材部 配電資材グループ 課長 配電部 配電技術センター 課長 齋藤 東 

配電部 配電技術センター 課長 
滝川営業所長 兼 配電グループ 

グループリーダー 
本保 良秀 

電力工事部 発変電グループ チ

ームリーダー 兼 課長 

電力工事部 発変電グループ 課

長 
太田 秀樹 

電力工事部 発変電グループ 課

長 
電力保守部 変電グループ 課長 矢富 博之 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ 課長 

電力工事部  発変電グループ  

課長 
奥村 浩朗 

電力工事部 統括グループ 課長 

（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 チー

ムリーダー 兼 課長 

（一社）送電線建設技術研究会  

兼務出向 

高橋 仁 

安全品質部 課長 
札幌支店 配電グループ 白石配

電センター長 
大平 征昭 

計測器部 業務グループ    

チームリーダー 兼 次長 

計測器部 技術グループ チーム

リーダー 兼 次長 
菅野 茂宏 

計測器部 技術工事グループ  

チームリーダー 兼 課長 

計測器部 製造グループ チーム

リーダー 兼 課長 
中村 雅司 

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 高橋 和彦 

旭川支店 発変電グループ 課長 
苫小牧支店 発変電グループ グ

ループリーダー 兼 課長 
大家 斉 



 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

稚内営業所 配電グループ   

グループリーダー 兼 課長 

札幌支店 配電グループ チーム

リーダー 兼 課長 
稲舩 智 

北見支店 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 

北見支店 技術グループ チーム

リーダー 兼 課長 
中嶋 利 

札幌支店 総務グループ    

グループリーダー 兼 課長 

北見支店 総務グループ グルー

プリーダー 兼 課長 
森下 雅美 

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 菊地 智 

札幌支店 配電グループ 白石配

電センター長 

帯広支店 配電グループ チーム

リーダー 兼 課長 
山田 智之 

札幌支店 技術グループ 課長 
札幌支店 技術グループ 南技術

センター 課長 
千葉 博 

札幌支店 技術グループ 北技術

センター長 

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 次長 

佐藤 祐紀 

札幌支店 技術グループ 西技術

センター長 

函館支店 技術グループ チーム

リーダー 兼 課長 
佐々木 敦志 

岩見沢支店 配電グループ   

グループリーダー 兼 課長 

稚内営業所 配電グループ グル

ープリーダー 兼 課長 
髙橋 直樹 

滝川営業所長 兼 配電グループ 

グループリーダー 
浦河営業所長 坂本 和之 

苫小牧支店 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 

札幌支店 技術グループ 西技術

センター長 
青山 智 

苫小牧支店 情報通信グループ 

グループリーダー 兼 課長 

旭川支店 情報通信グループ 課

長 
梅津 英明 

函館支店 技術グループ グルー

プリーダー 兼 課長 
名寄営業所 所長代理 富居 利光 

釧路電力保守センター 線路保全

グループ 兼 課長（帯広駐在） 

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 

吹浦 賢治 

深川営業所長 名寄営業所 課長代理 森 厚人 

留萌営業所長 羽幌営業所長 品川 準二 



 

 

 

（２）採  用（2022年 4月 1日付） 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

富良野営業所長 留萌営業所長 石井 健二 

紋別営業所長 遠軽営業所長 小池 定幸 

根室営業所長 
帯広支店 配電グループ 課長代

理 
川音 孝訓 

浦河営業所長 
札幌支店 配電グループ  課長代

理 
沼尾 裕洋 

稚内営業所 配電グループ   

課長代理 
天塩営業所長 木村 昌嗣 

網走営業所 課長代理 斜里営業所長 水見 敏幸 

釧路支店 配電グループ    

課長代理 
弟子屈営業所長 佐藤 博己 

函館支店 配電グループ    

課長代理 
福島営業所長 長南 昭弘 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

電力保守部長 北海道電力ネットワーク株式会社 伊藤 達人 

企画部 部長 北海道電力ネットワーク株式会社 新村 康之 

情報通信部 部長代理 北海道電力ネットワーク株式会社 中野 直仁 

帯広支店 安全品質リーダー 北海道電力ネットワーク株式会社 河端 政信 

電力工事部 発変電グループ 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 水谷 透 

苫小牧電力保守センター  所長 

兼  安全品質リーダー 
北海道電力ネットワーク株式会社 吉田 勉 

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 

北海道電力ネットワーク株式会社 岩寺 重仁 

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 土門 修治 

札幌支店 次長 北海道電力ネットワーク株式会社 反田 真嗣 

地中線部 次長 北海道電力ネットワーク株式会社 本前 信之 

地中線部 次長 北海道電力株式会社 竹森 英樹 



 

 

（３）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）（2022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 部長代理 守護 雅富 

 

 

（４）株式会社アイテスからの出向者（出向受入）（2022年 4月 1日付） 

新所属・役職名 現所属・役職名 氏  名 

電力工事部 エンジニアリンググ

ループ 次長 
株式会社アイテス 堀岡 修 

 

以 上   


