
発令日：3月31日
新　職 旧　職 氏　名

技術統括本部
三菱自動車工業（株）に転出 技術企画部長 泉澤   清次

長崎造船所

長崎ダイヤモンドスタッフ（株）に転出 総務部長 大熊   稔幸

横浜製作所

菱重エステート（株）に転出 調達部長 舩﨑   貴明

名古屋航空宇宙システム製作所

（株）田町ビルに転出 調達部長 竹嶋   信弘

兼 航空宇宙事業本部

　 企画管理部主幹部員

名古屋誘導推進システム製作所

ＭＨＩエアロエンジンサービス（株）に転出 総務部長 後藤   博昭

兼 セキュリティ管理グループ長

相模原製作所

菱重エステート（株）に転出 総務部長 田村   弘幸

名古屋冷熱製作所総務部長

名古屋菱重興産（株）に転出 兼 冷熱事業本部 志摩   輝彦

 　企画管理部主幹部員
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退職 横浜管理センター

〔4/1エンジニアリング本部顧問に就任予定〕 調達部長 段上   宜之

船舶・海洋事業本部

東洋船舶（株）に転出 船海技術総括部 佐藤   功

長崎船海技術部長

退職 原動機事業本部

〔4/1原動機事業本部顧問に就任予定〕 蒸気タービン技術総括部 西村   重雄

副総括部長 

兼 事業戦略部主幹部員

原子力事業本部

中菱エンジニアリング（株）に転出 原子力安全・品質監査室長 神田   誠

原子力事業本部

（株）テクノ電子に転出 品質保証部長 平川   克彦

機械・鉄構事業本部

菱井商事（株）に転出 交通事業部副事業部長 豊嶋   義富

機械・鉄構事業本部

（株）菱友システムズに転出 交通事業部業務部長 副島   雅之

三菱重工交通機器エンジニアリング（株） 機械・鉄構事業本部

に転出 交通事業部品質保証部長 竹口   範明

航空宇宙事業本部

中菱エンジニアリング（株）に転出 品質保証総括部 鈴木   立子

誘導・エンジン品質保証部長
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（株）ＭＨＩエアロスペースプロダクション 航空宇宙事業本部

に転出 民間航空機事業部 都筑   隆之

副事業部長 

兼 生産性改善グループ長

汎用機・特車事業本部

退職 フォークリフト事業部長 種村　茂 ※

三菱重工鉄構エンジニアリング（株） エンジニアリング本部

に転出 環境・化学プロジェクト総括部 吹原   正晃

機鉄大型プロジェクト室長 

兼 機械・鉄構事業本部事業本部長代理

発令日：4月1日
新　職 旧　職 氏　名

経理総括部 経理部

副総括部長 次長 成冨   雄策

　 兼 事業管理グループ長

経理総括部 高砂製作所管理部長 

原動機・エンジニアリング経理部長 兼 経理部主席部員 村山   顕治

経理総括部 名古屋航空宇宙システム製作所

船海・航宇経理部長 管理部長 小泉   秀夫

兼 経理部主幹部員

経理総括部 神戸造船所管理部長 

原子力・機鉄経理部長 兼 経理部主幹部員 小澤   壽人

兼 神戸造船所神戸改革推進室主幹部員

調達総括部 長崎造船所

調達企画管理部長 機械調達部長 山田   馨
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調達総括部

調達部長 調達部長 加藤   博樹

調達総括部 調達部 

船舶・海洋調達部長 次長 福田   哲也

兼 船舶・海洋事業本部 兼 調達革新グループ長

 　企画管理部主幹部員

調達総括部 高砂製作所

原動機調達部長 調達部長 金子   太郎

兼 原動機事業本部

　 企画管理部主幹部員

調達総括部 三原製作所

機械・鉄構調達部長 調達部長 松浦   義郎

兼 機械・鉄構事業本部

 　企画管理部主幹部員

調達総括部 名古屋誘導推進システム製作所

航空宇宙調達部長 調達部長 松本　隆嗣

兼 航空宇宙事業本部 兼 航空宇宙事業本部

　 企画管理部主幹部員  　企画管理部主幹部員

調達総括部 相模原製作所

汎用機・特車調達部長 調達部 石原   範光

次長

調達総括部 名古屋冷熱製作所

冷熱調達部長 調達部長 川合   高人

兼 冷熱事業本部 兼 冷熱事業本部

 　主幹部員  　企画管理部主幹部員

調達総括部 栗東製作所

工作機械調達室長 調達部長 吉井   宏次

兼 工作機械事業本部

　 企画管理部主幹部員

調達総括部 横浜管理センター

環境・化学プラント調達部長 調達部 庄島   幸男

兼 エンジニアリング本部 次長

　 企画管理部主幹部員
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調達総括部 神戸造船所

神戸調達部長 調達部長 三宅   弘之

兼 原子力事業本部

　 企画管理部主幹部員

技術統括本部 技術統括本部

技術企画部長 技術企画部 大石   善啓

主幹部員

技術統括本部 技術統括本部

イノベーション推進部長 イノベーション推進部 古屋   孝明

次長

技術統括本部 技術統括本部

ものづくり技術部長 グローバルＳＣＭ推進部長 大坂   弘美

技術統括本部 技術統括本部 

ＩＴ企画部長 技師長 田中   康夫

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部

国際事業推進部長 管理部長 植田   真五

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部管理部 

管理部長 次長 黒木   慎司

兼 人事部

 　グローバル人事グループ主幹部員

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部 

国内法人営業室長 主幹部員 立花   洋一

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部 

副本部長 副本部長 佐々木   秀晴

兼 地域戦略第二部長
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関西支社 関西支社

主幹部員 総務部長 橋本   好晃

原動機事業本部

九州支社 産業エネルギー部次長

副支社長 兼 汎用機・特車事業本部 佐藤   公亮

　 エンジン事業部横浜エンジン部主席部員 

兼 原動機事業本部サービス事業部

　 横浜サービス部主席部員

長崎造船所 長崎造船所 

長崎・下関総務統括部長 副所長 森岡   公隆

兼 船舶・海洋事業本部 兼 船海調達部長 

調査役 兼 船舶・海洋事業本部主幹部員

長崎造船所 長崎造船所

長崎・下関総務統括部 内部統制推進室長 白濵   義裕

主席部員

経理総括部 長崎造船所 

主幹部員 管理部長 米山   治孝

兼 経理部主幹部員

神戸造船所 神戸造船所 

近畿総務統括部長 副所長 長田   和也

兼 神戸改革推進室長

経営監査部 神戸造船所

監査第二グループ長 内部統制推進室長 東久保   智広

グローバル戦略本部

管理部 神戸造船所

次長 総務部長 柿原   順一郎

兼 人事部

 　グローバル人事グループ主幹部員

原動機事業本部 下関造船所 

企画管理部 副所長 上山   宗則

主幹部員
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下関造船所 下関造船所

主幹部員 総務部長 柴田   英紀

調達総括部 下関造船所

船舶・海洋調達部 調達部長 原口   淳一

主幹部員 

兼 下関造船所主幹部員

横浜製作所 横浜製作所 

調査役 副所長 斉藤   啓介

原動機事業本部 横浜製作所

総務部 総務部長 来嶋   慎也

次長 

兼 横浜製作所主幹部員

原動機事業本部 高砂製作所 

調査役 副所長 長島   恭郎

兼 ＩＴ推進部長

経営監査部 高砂製作所

監査第二グループ 内部統制推進室長 山田   敏示

主席部員

高砂製作所 高砂製作所

主幹部員 総務部長 江角   清次

名古屋航空宇宙システム製作所 名古屋航空宇宙システム製作所 

名古屋総務統括部長 副所長 柴   忠男

名古屋航空宇宙システム製作所 名古屋航空宇宙システム製作所

名古屋総務統括部 総務部長 三輪   明義

次長
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防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室 名古屋誘導推進システム製作所 

調査役 副所長 安部   泰二

兼 防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室

　 市場開拓グループ主幹部員

広島製作所 広島製作所 

広島総務統括部長 副所長 五寳   嘉郎

兼 総務部長

広島製作所

三菱重工プラント建設（株）に転出 調達部長 川口   大介

汎用機・特車事業本部 相模原製作所

企画管理部 調達部長 武山   信行

主幹部員

機械・鉄構事業本部 機械・鉄構事業本部 

主幹部員 主幹部員 桜井　　靖久

兼 岩塚工場長 兼 岩塚工場長 

兼 総務部長

横浜管理センター 

エンジニアリング本部 副センター長 

本部長代理 兼 総務部長 藤原   久幸

兼 エンジニアリング本部

　 企画管理部長

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

事業本部長代理 長崎船海管理部長 吉原   徹

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

長崎船海管理部長 長崎船海管理部 早田   隆也

次長

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

長崎船海品質保証部 立神船海工作部長 佐谷   保幸

主幹技師
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船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

立神船海工作部長 立神船海工作部 調枝   和則

次長

船舶・海洋事業本部

船海営業部次長 船舶・海洋事業本部

兼 企画管理部主幹部員 長崎船海営業部長 土屋   尚

兼 船海営業部客船グループ長 

兼 輸出海洋・ガス石油製品グループ長

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

長崎船海営業部長 船海営業部 田中   茂保

次長

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

船海技術総括部 船海技術総括部 永江   勝則

副総括部長 長崎船海技術部 

兼 長崎船海技術部長 次長

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

香焼船海工作部 神戸船海工作部長 村上   幸司

主幹技師

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

神戸船海工作部長 神戸船海工作部 寺田   明史

次長

技術統括本部ＩＴ推進部 原動機事業本部

次長 業務プロセス開発部長 川端   豪

原動機事業本部 原動機事業本部 

事業本部長代理 事業本部長代理 鈴木   展雄

兼 業務プロセス開発部長

原動機事業本部 高砂製作所

高砂原動機管理部長 管理部 小西   逸登

次長 

兼 連結・財務課長
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技術統括本部 原動機事業本部

ものづくり革新推進部 原動機品質マネジメント統括室長 髙谷   弘之

主幹プロジェクト統括

原動機事業本部 原動機事業本部

原動機品質マネジメント統括室長 高砂品質保証部長 井上   慎也

原動機事業本部 原動機事業本部

高砂品質保証部長 高砂品質保証部 高尾   幸三郎

兼 エンジニアリング本部 次長

 　品質保証部主席技師

原動機事業本部

原動機事業本部 サービス事業部長 

サービス事業部長 兼 サービス事業戦略部長 河相   健

兼 エンジニアリング本部 兼 エンジニアリング本部

 　営業総括部調査役 　 営業総括部調査役

原動機事業本部 原動機事業本部

サービス事業部 サービス事業部 三村   敏

サービス事業戦略部長 高砂サービス部 

次長

原動機事業本部 原動機事業本部

蒸気タービン技術総括部 蒸気タービン技術総括部主幹技師 榊   明弘

副総括部長 兼 中国青島タービンＪＶ事業推進室

　 主幹技師

原動機事業本部 原動機事業本部

風車事業部 風車事業部 中野   常夫

調査役 企画・営業部長

原動機事業本部 原動機事業本部

風車事業部 風車事業部 土橋   功次

企画・営業部長 生産管理グループ長

原動機事業本部 原動機事業本部

風車事業部 風車事業部 田北   勝彦

風車技術部 風車技術部長

主幹技師
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原動機事業本部 原動機事業本部

風車事業部 風車事業部 河合   康裕

風車技術部長 風車技術部 

次長

エンジニアリング本部

建設総括部 原動機事業本部

長崎プラント建設部主幹技師 太陽電池部長 藤崎   信明

兼 原動機事業本部 兼 リチウム二次電池室主席技師

 　リチウム二次電池室主幹技師

原動機事業本部 原動機事業本部

太陽電池部長 太陽電池部次長 

兼 長崎研究所電子・光技術研究室 兼 長崎研究所電子・光技術研究室 竹内   良昭

　 主席研究員  　主席研究員 

兼 原動機事業本部 兼 原動機事業本部

 　太陽電池部開発グループ長 　 太陽電池部開発グループ長

原子力事業本部 原子力事業本部

事業本部長代理 企画管理部長 牧村   祐一

原子力事業本部 原子力事業本部

企画管理部長 原子力サービス部長 辻井   正幸

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部 原子力サービス部 真島   浩一

原子力サービス部長 次長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力安全・品質監査室長 ＡＰＷＲ推進室 松本   純平

主幹技師

原子力事業本部 原子力事業本部

企画管理部 原子力グループ経営推進室長 神原   健志

主幹部員

原子力事業本部 原子力事業本部

品質保証部長 品質保証部 斉藤   徹哉

次長
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原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部 原子力サービス部 藤沢   昌之

原子力部長 主幹部員

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部 原子力輸出部長 齊藤   協

原子力輸出部 

主幹部員

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部 原子力輸出部 神田   誠

原子力輸出部長 主幹部員

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部 原子力見積管理部長 清水   克紀

原子力見積管理部長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プロジェクト部長 原燃サイクル推進室長 大和矢   秀成

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プロジェクト部 軽水炉プロジェクト部長 寺田   良介

主幹プロジェクト統括

Mitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc. 原子力事業本部

に転出 ＡＰＷＲ推進室長 緒方   善樹

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プロジェクト部 原子力中長期措置対策室長 姉川   弘明

原子力中長期措置対策グループ 

主幹技師

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プロジェクト部 ＦＢＲ推進室長 國嶋   茂

ＦＢＲ推進グループ長
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原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 原子力プラント技術総括部 佐治   悦郎

副総括部長 炉心技術部長

原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 三菱原子燃料（株）に転出 関   一哉

炉心技術部長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 原子力プラント技術総括部 田中   敏夫

原子力システム技術部 原子力システム技術部長

主幹プロジェクト統括

原子力事業本部

原子力事業本部 ＡＰＷＲ推進室  

原子力プラント技術総括部 次長 安田   公輔

原子力システム技術部長 兼 エンジニアリング本部

　 原子力プロジェクト室主席技師

原動機事業本部 原子力事業本部

サービス事業部 原子力プラント技術総括部 兼平   真吾

高砂サービス部 原子力タービンプラント技術部長

主幹技師

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 原子力プラント技術総括部 山本   耕一郎

原子力タービンプラント技術部長 原子力タービンプラント技術部 

次長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力技術部 原子力プラント技術総括部 内田   光彦

主幹技師 原子力プラント設計部長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 原子力プラント技術総括部 安食   和英

原子力プラント設計部長 原子力プラント設計部 

次長

技術統括本部 原子力事業本部

イノベーション推進部 原子力製造総括部 下楠   善昭

主幹部員 原子力工作部長
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新　職 旧　職 氏　名

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力製造総括部 原子力製造総括部 高岸   正治

原子力工作部長 原子力工作部 

次長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部 原子力製造総括部 嶋津   正

原子力プラント設計部 半導体製造装置室長

半導体製造装置グループ長

機械・鉄構事業本部 機械・鉄構事業本部

交通事業部業務部長 交通事業部業務部 日比野   陽一

次長

機械・鉄構事業本部 機械・鉄構事業本部

交通事業部 交通事業部 松田　 宏一

品質保証部長 品質保証部 

次長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

技師長 研究部長 種子田   裕司

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

研究部長 防衛航空機事業部 中尾   雅弘

ヘリコプタ技術部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

防衛航空機事業部 防衛航空機事業部 勝田   茂

ヘリコプタ技術部長 航空機技術部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

防衛航空機事業部 防衛航空機事業部 白石   仁志

航空機技術部長 航空機技術部 

次長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

品質保証総括部 品質保証総括部 寺境   弘之

航空機・宇宙品質保証部長 航空機・宇宙品質保証部 

次長
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新　職 旧　職 氏　名

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

品質保証総括部 品質保証総括部 平原   裕之

誘導・エンジン品質保証部長 誘導・エンジン品質保証部 

次長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

生産統括室長 防衛航空機事業部 藤田   徹

兼 防衛航空機事業部 副事業部長 副事業部長 

兼 製造部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

防衛航空機事業部 防衛航空機事業部 直塚   洋一

製造部長 製造部 

次長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

生産統括室 民間航空機事業部 岡部   和久

副室長 部品工作部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

民間航空機事業部 主幹部員 髙口   宙之

部品工作部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

民間航空機事業部 民間航空機事業部 種村   俊明

大江西工作部 大江西工作部長

主幹技師

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

民間航空機事業部 民間航空機事業部 平野   祐二

大江西工作部長 大江西工作部 

次長

航空宇宙事業本部

航空宇宙事業本部 誘導・エンジン事業部 

誘導・エンジン事業部 副事業部長 堀之内   孝光

副事業部長 兼 営業部長 

兼 営業部長 兼 業務部長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

誘導・エンジン事業部 誘導・エンジン事業部 出羽   徹昭

業務部長 営業部 

次長
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新　職 旧　職 氏　名

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

誘導・エンジン事業部 誘導・エンジン事業部 

副事業部長 副事業部長 櫻井   啓司

兼 防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室 兼 飛昇体技術部長 

　 統合防衛シナジーグループ主幹技師 兼 防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室

 　統合防衛シナジーグループ主幹技師

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

誘導・エンジン事業部 誘導・エンジン事業部 守田   昌史

飛昇体技術部長 飛昇体技術部 

次長

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

宇宙事業部 宇宙事業部 並河   達夫

製造・発射整備部長 ＭＩＬＳＥＴグループ長

汎用機・特車事業本部 汎用機・特車事業本部

ターボ事業部ターボ技術部 ターボ事業部 萩田   敦司

主幹技師 ターボ技術部長

横浜研究所

汎用機・特車事業本部 流体・伝熱研究室 

ターボ事業部 主席研究員 大迫   雄志

ターボ技術部長 兼 汎用機・特車事業本部ターボ事業部

 　ターボ技術部主席技師

MHI Equipment Europe B.V. 汎用機・特車事業本部

に転出 エンジン事業部 市橋   一郎

エンジン技術部長

汎用機・特車事業本部 汎用機・特車事業本部

エンジン事業部 エンジン事業部 竹谷   一哉

エンジン技術部長 エンジン技術部 

次長

冷熱事業本部 冷熱事業本部

冷熱システム事業部 空調機営業部長 新間   洋之

冷熱システム営業部長 兼 大型冷凍機部主幹部員

冷熱事業本部 冷熱事業本部

冷熱システム事業部 空調機技術部長 小林   寛之

空調機技術部長
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新　職 旧　職 氏　名

冷熱事業本部 冷熱事業本部

事業本部長代理 事業本部長代理 関   亘

兼 大型冷凍機部長

冷熱事業本部 冷熱事業本部

冷熱システム事業部 大型冷凍機部 佐藤   達哉

大型冷凍機技術部長 次長

冷熱事業本部 冷熱事業本部

副事業本部長 副事業本部長 向井   雅敏

兼 冷熱システム事業部工作部長 兼 空調輸冷工作部長

グローバル戦略本部 工作機械事業本部

国際事業推進部 企画管理部長 斎藤   泰正

主幹部員

工作機械事業本部 栗東製作所

企画管理部長 総務部長 佐村   彰宣

技術統括本部 工作機械事業本部

ものづくり革新推進部 技術部長 橋谷   道明

技監・主幹プロジェクト統括

工作機械事業本部 工作機械事業本部

技術部長 技術部 山村   洋之

次長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

電力プロジェクト総括部 エネルギー・環境事業戦略室長 戸田   克彦

主幹技師 

兼 エネルギー・環境事業戦略室主幹技師

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

本部長代理 エネルギー・環境事業戦略室 中川   正也

兼 エネルギー・環境事業戦略室長 技師長
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エンジニアリング本部 横浜製作所

企画管理部長 管理部長 河端   俊昭

兼 横浜製作所主幹部員

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

環境・化学プロジェクト総括部 環境・化学プロジェクト総括部 長野   肇

環境・化学プロジェクト管理部長 環境・化学プロジェクト管理部 

次長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

環境・化学プロジェクト総括部 環境・化学プロジェクト総括部 奥住   尚哉

環境・化学プラント計画部 環境・化学プラント計画部長

技師長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

環境・化学プロジェクト総括部 環境・化学プロジェクト総括部 守田   和裕

環境・化学プラント計画部長 環境・化学プロジェクト管理部 

主幹プロジェクト統括

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

環境・化学プロジェクト総括部 エネルギー・環境事業戦略室

機鉄大型プロジェクト室長 主幹技師 楠   正顕

兼 エネルギー・環境事業戦略室 兼 環境・化学プロジェクト総括部

 　主幹技師 　 機鉄大型プロジェクト室主幹技師

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

エンジニアリング総括部 エンジニアリング総括部 油谷   紀人

副総括部長 副総括部長 

兼 電気設計部長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

エンジニアリング総括部 エンジニアリング総括部 後藤   正人

電気設計部長 電気設計部 

次長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

建設総括部 建設総括部 亀田   一郎

建設工事計画部長 横浜プラント建設部長

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

建設総括部 建設総括部 山野本   厚志

横浜プラント建設部長 建設工事計画部長

－18－



発令日：5月1日
新　職 旧　職 氏　名

グローバル戦略本部 泰国三菱重工業（株）に転出

国内法人営業室顧問 〔社長〕 吉村　茂 ※

泰国三菱重工業（株）に転出 工作機械事業本部

〔社長〕 企画管理部長 斎藤　泰正 ※

〔4/1付でグローバル戦略本部

国際事業推進部主幹部員に就任予定〕

※については、今月の定例取締役会で正式決定。

以　上
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