
各　　位

人事発令（平成26年4月1日付）

（１）一般

新所属・役職名 現所属・役職名 氏       名

電力工事部 部長
電力工事部 送電グループ
グループリーダー 兼 部長代理

今泉　伸一

旭川支店 支店長代理 兼 総務課長 人事労務部 部長代理 橋本　哲哉

電力工事部 送電グループ
グループリーダー 兼 部長代理

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 部長代理

三田村　修司

情報通信部 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

三澤　浩

情報通信部 工事グループ
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 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 チームリーダー 兼
部長代理

旭川支店 支店長代理 兼 情報通信課長 大貫　博志

小樽支店長 小樽支店長 兼 総務課長 久保　利彦

資材部 次長 兼 安全品質リーダー 資材部 札幌資材センター長 齋藤　昌晴

安全品質部 次長 配電部 次長 兼 安全品質リーダー 土門　敦

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

永井　幸夫

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 次長

電力工事部 送電グループ 次長 秋田　茂一

総務部 次長
情報通信部 情報通信グループ
チームリーダー 兼 次長

松平　克己

旭川支店 次長 兼 情報通信課長
情報通信部 工事グループ
チームリーダー 兼 次長

﨑野　一

函館支店 次長 兼 情報通信課長
情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 次長

松井　則生

情報通信部 工事グループ 次長
情報通信部 移動体事業グループ
チームリーダー 兼 次長

坪井　潔
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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 部長代理 中野　肇

安全品質部 部長代理 稚内営業所長 三浦　義春

稚内営業所長 北見支店 次長 兼 配電課長 佐藤　宗一

帯広支店 次長 兼 総務課長 札幌支店 次長 兼 総務課長 碓井　祐輔

情報通信部 情報通信グループ
チームリーダー 兼 次長

札幌東支店 次長 兼 総務課長 廣谷　春男

総務部 次長 帯広支店 次長 兼 総務課長 東　秀信

釧路支店 安全品質リーダー 帯広支店 安全品質リーダー 福島　正

札幌支店 次長 兼 地中配電課長 苫小牧支店 次長 兼 配電課長 武田　義和

情報通信部 工事グループ 次長 函館支店 次長 兼 情報通信課長 吉田　登

釧路電力保守センター 次長 札幌電力保守センター 次長 原　道彦

北見支店 総務課長 企画部付課長 ㈱アイテス出向 吉田　幸司

人事労務部 次長 総務部 次長 竹内　健二

小樽支店 総務課長 人事労務部 人材開発センター 課長 松本　直之

資材部 札幌資材センター長 資材部 課長 佐々木　宏

安全品質部 課長 配電部 配電技術センター 課長 半崎　郁哉

電力工事部 発変電グループ 課長 兼
人事労務部 人材開発センター 課長

電力工事部 発変電グループ 課長 梶　友司

情報通信部 移動体事業グループ
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 田中　久夫

電力工事部 発変電グループ 課長 兼
電力保守部 課長

電力保守部 課長 齊藤　茂雄

函館支店 次長 兼 総務課長 旭川支店 次長 兼 総務課長 片山　昌則

電力工事部 発変電グループ 課長 旭川支店 発変電課 課長 清野　純秀

札幌東支店 総務課長 北見支店 総務課長 福津　洋

室蘭支店 配電課長 札幌支店 地中配電課長 髙井　仁

北見支店 配電課長 札幌東支店 配電課長 坂本　茂

安全品質部 課長 札幌東支店 配電課 課長 鳴海　光広

札幌東支店 安全品質リーダー 札幌東支店 配電課 課長 馬場　達也

札幌東支店 配電課長 岩見沢支店 配電課長 三浦　一彦

岩見沢支店 配電課長 倶知安営業所長 松浦　貢

札幌東支店 配電課 課長 中標津営業所長 高橋　春夫



函館支店 発変電課 課長 帯広支店 発変電課 課長 赤坂　勉

札幌支店 地中配電課 課長 浦河営業所長 鎌田　正昭

苫小牧支店 配電課長 室蘭支店 配電課長 江端　隆志

資材部 札幌資材センター 課長 函館支店 総務課長 南　幸一

帯広支店 発変電課 課長 函館支店 発変電課 課長 畠山　悟

電力工事部 送電グループ 課長 函館支店 送電課 課長 細野　一生

旭川電力保守センター 課長 旭川電力保守センター 課長 （北見駐在） 佐藤　繁寿

倶知安営業所長 配電部 課長代理 佐藤　光宏

深川営業所長 旭川支店 配電課 課長代理 高橋　和彦

日高営業所長 稚内営業所 配電課 課長代理 滝田　司

遠軽営業所長 北見支店 配電課 課長代理 藤原　信一

岩内営業所長 札幌支店 配電課 課長代理 南谷　力

根室営業所長 札幌支店 地中配電課 課長代理 長谷川　賢次

天塩営業所長 岩見沢支店 配電課 課長代理 濱下　智

中標津営業所長 帯広支店 配電課 課長代理 齋藤　東

浦河営業所長 日高営業所長 佐藤　徹博

江差営業所長 函館支店 配電課 課長代理 正津　勇

弟子屈営業所長 釧路支店 配電課 班長 佐藤　英朗

（２）北海道電力㈱からの出向者（出向受入）　（平成26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 地中送電グループ 課長 北海道電力㈱ 東井　　勲

電力保守部 部長代理 北海道電力㈱ 佐々木　幸男

旭川支店 発変電課 課長 兼
旭川支店 発変電課付 ㈱アイテス兼務出向

北海道電力㈱ 笠井　和喜

苫小牧支店 情報通信課 課長 北海道電力㈱ 宮崎　敏行

旭川電力保守センター 課長 （北見駐在） 北海道電力㈱ 細川　　学

苫小牧電力保守センター 課長 北海道電力㈱ 松崎　充泰



（３）採用（平成26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 地中送電グループ 課長 北海道電力㈱ 稲村　安幸

電力保守部 課長 北海道電力㈱ 長多　章裕

帯広支店 安全品質リーダー 北海道電力㈱ 松田　武代志

旭川電力保守センター所長 兼
安全品質リーダー

北海道電力㈱ 森平　　実

函館電力保守センター 次長 北海道電力㈱ 渡部　常美

（４）北海道電力㈱からの出向者（出向解除）　（平成26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㈱ 電力保守部 課長 小川　徹

（５）組織改正異動関連　（平成26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 基幹送電工事グループ
グループリーダー 兼 部長代理

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 部長代理

高野　芳晴

電力工事部 基幹送電工事グループ 部長代理兼
電力工事部 基幹送電工事グループ付
(社)送電線建設技術研究会 兼務出向

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

太野　寿夫

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 次長 兼 安全品質リーダー

電力工事部 送電グループ
チームリーダー 兼 次長

山川　誠

電力工事部 基幹送電工事グループ
チームリーダー 兼 次長

電力工事部 送電グループ 次長 滋野　進

電力工事部 基幹送電工事グループ 課長 電力工事部 送電グループ 課長 堤　正弘

以　　上


	一覧

