
１．２０１９年６月２５日付発令

（１）本店〈本店部長〉

　企画本部経営企画部長 　広島東部支社長 前　原　修　二
まえ　 はら　しゅう 　じ

　企画本部第一事業創出部長
　兼企画本部第二事業創出部長

　企画本部第二事業創出部長 生　田　有　次
いく　  た    ゆう　  じ

　業務本部総務部長 　業務本部総務部次長 松　重　健　児
まつ　 しげ 　けん　  じ

　営業本部ソリューション営業部長
　営業本部ソリューション営業部
　エネルギーソリューション担当課長 楠　　　英　治

くすのき　　　ひで　 はる

　技術本部空調管技術部長 　技術本部空調管技術部次長 中　瀬　　　実
なか　  せ　　　    みのる

　技術本部情報通信技術部長 　倉敷支社長 石　原　和　広
いし　 はら　 かず 　ひろ

　技術本部技術管理部長 　技術本部電気技術部技術担当課長 久　城　啓　史
 く 　 しろ　 ひろ 　のぶ

〈参考〉
　電力本部専任部長
　（地中線プロジェクト担当）

　技術本部技術センター長 白　石　俊　昭
しら　 いし　 とし   あき

〈参考〉
　２０１９年６月２６日付
　出向元復帰（中国電力株式会社）

　企画本部第一事業創出部長 永　岡　　　周
なが 　おか　　　　 しゅう

（２）支社〈支社長〉

　広島中部支社長 　広島統括支社副支社長 田　雁　　　徹
 た    がん　　   　とおる

　広島東部支社長 　広島東部支社設備工事部長 大　西　　　毅
おお 　にし　   　　たけし
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２．２０１９年６月３０日付発令

　　本店〈本店部長〉

〈参考〉
　定年退職

（株式会社中電工テクノ取締役就任予定）

　電力本部配電安全品質部長 藤　井　　　司
ふじ　  い　　    　つかさ

３．２０１９年７月１日付発令

（１）本店〈本店部長，次長〉

　安全衛生品質環境部長 　九州支社長 田　嶋　照　久
 た　　じま　 てる　 ひさ

　企画本部経営企画部次長
　兼企画本部経営企画部
  ＩＲ担当課長

　企画本部経営企画部
　ＩＲ担当課長 宮　迫　宏　和

みや 　さこ　 ひろ　 かず

　企画本部事業創出部長
　企画本部第一事業創出部長
　兼企画本部第二事業創出部長 生　田　有　次

いく　　た　　ゆう　　じ

　企画本部海外事業部次長
　企画本部海外事業部付
　CHUDENKO(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 渡　部　　　修

わた　 なべ　　　　 おさむ

　営業本部設計部次長
　兼営業本部設計部
　第一電気設計担当課長

　営業本部設計部
　第一電気設計担当課長 西　花　聡　一

にし 　はな　 そう   いち

　電力本部配電安全品質部長 　岡山統括配電センター所長 赤　堀　彰　哉
あか　 ほり　 あき    や

　監査役室長 　米子営業所長 田　淵　明　彦
 た 　 ぶち　 あき　 ひこ

〈参考〉
　安全衛生品質環境部長付部長待遇

　安全衛生品質環境部長 小　谷　正　志
 こ    だに 　まさ　  し

〈参考〉
　業務本部人事労務部付
  中工開発株式会社出向

　監査役室長 稲　田　雅　紀
いな　　だ　　まさ　 のり

（２）支社〈支社長〉

　山口東部支社長 　津山営業所長 金　田　好　正
かね　　だ　  よし   まさ

　沖縄支社長 　九州支社副支社長 音　出　宜　紀
おと　 いで　 よし   のり

〈参考〉
　電力本部配電部長付部長待遇

　山口東部支社長 渡　邉　　正
わた   なべ   のり   まさ
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（３）支社，営業所〈副支社長，部長，営業所長〉

　製器工場長 　技術本部技術管理部専任副長 上　藤　裕　二
うえ　 とう 　ゆう  　じ

　広島統括支社副支社長 　業務本部総務部総務担当課長 下　迫　誠　一
しも　 さこ　 せい   いち

　広島統括配電センター所長 　広島東部支社配電工事部長 小　川　　　功
 お 　 がわ　   　　いさお

　松山営業所長 　大阪本部営業課長 山　川　隆　英
やま　 かわ　 たか 　ひで

　広島中部支社配電工事部長 　鳥取統括支社配電工事部長 坂　田　和　也
さか　　た　　かず　  や

　三次営業所長 　業務本部総務部法務担当課長 加　村　満　幸
 か  　むら　 みつ   ゆき

　広島東部支社設備工事部長 　尾道営業所長 林　　　和　生
はやし　　　　かず  　お

　広島東部支社配電工事部長
　安全衛生品質環境部
　安全衛生担当課長 三奈木　信　彦

 み な  ぎ　  のぶ　 ひこ

　尾道営業所長
　広島統括支社設備工事部
　屋内電気工事第三課長 安　部　孝　志

 あ  　 べ　  たか  　し

　岡山統括配電センター所長 　倉敷支社配電工事部長 上　田　　　治
うえ　　だ　　　　 おさむ

　津山営業所長
　岡山統括支社設備工事部
　屋内電気工事第二課長代理 本　松　勇　一

ほん　 まつ 　ゆう 　いち

　倉敷支社配電工事部長 　高梁営業所長 田　口　則　夫
 た　　ぐち　 のり　  お

　高梁営業所長 　笠岡営業所長 浅　沼　伸　行
あさ 　ぬま　 のぶ   ゆき

　笠岡営業所長 　新見営業所長 　岡　大五郎
はま　 おか　 だいごろう

　山口統括支社副支社長
　営業本部営業企画部
　営業企画担当課長 　橋　正　憲

たか 　はし　 まさ　 のり

　山口統括支社営業部長
　営業本部ソリューション営業部
　エコソリューション担当課長 北　田　健　一

きた　　だ　　けん　 いち

　山口統括配電センター所長 　電力本部配電部専任課長 佐々木　一　幸
 さ さ　き　  かず   ゆき

　山口東部支社配電工事部長
　山口統括配電センター
　配電工事課長 岩　　博　政

いわ　 さき　 ひろ　 まさ

　鳥取統括支社配電工事部長 　電力本部配電部配電企画担当課長 徳　永　健二郎
とく　 なが　 けんじろう

　倉吉営業所長 　技術本部技術管理部専任課長 戸　田　雅　之
 と　　 だ  　まさ　 ゆき

　米子営業所長 　倉吉営業所長 田　村　耕　三
 た 　 むら 　こう　 ぞう

　東京本部空調管工事部長 　東京本部工事部長代理 大　藤　晃　弘
おお　 とう　 あき 　ひろ

　岡山電力センター所長 　鳥取電力センター所長 田　中　耕　一
 た    なか　 こう 　いち

　鳥取電力センター所長 　山口電力センター電力課長 安　村　　　司
やす 　むら　　 　　つかさ

〈参考〉
　電力本部配電部専任部長

　広島統括配電センター所長 村　上　　　学
むら　 かみ　　　　 まなぶ

以    上

新 旧 氏　　名
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