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機構改革および人事異動 
 
 

■機構改革（4 月 1 日） 
 

【管理部門】 
1.「グローバルＨＲ部」を新設する。 

  2.「ドメイン財務総括部」傘下の「エネルギー・環境財務部」、「交通・輸送財務部」、 
   「防衛・宇宙財務部」および「機械・設備システム財務部」を再編し、「財務第一部」、 
   「財務第二部」および「財務第三部」を新設する。 
 
【バリューチェーン本部】 
  1.「民間機調達センター」を新設する。 
 
【マーケティング＆イノベーション本部】 
  1.「先進デザインセンター」を新設する。 
 
【エンジニアリング本部】 
  1.「エンジニアリング本部」を「インダストリー＆社会基盤ドメイン」に移管する。 
 
【エネルギー・環境ドメイン】 
  1.「エネルギー・環境ドメイン」を「パワードメイン」に改称する。 
   （ドメイン傘下の事業部、総括部、部および室は変更なし） 
 
【交通・輸送ドメイン】 
  1.「交通・輸送ドメイン」を廃止する。 
 

【防衛・宇宙ドメイン】 
  1.「防衛・宇宙ドメイン」を「航空・防衛・宇宙ドメイン」に改称する。 

  2. 同ドメイン傘下に「防衛・宇宙セグメント」、「民間機セグメント」および 
      「ＭＲＪ事業部」を置く。但し、当面はドメイン長をおかず、CEO が直轄管理を行う。 

  3.「防衛・宇宙セグメント」傘下に「企画管理部」、「統合防衛推進室」、「調達部」、 
   「航空機・飛昇体事業部」、「宇宙事業部」、「特殊車両事業部」、「艦艇事業部」、 
   「特殊機械部」を置く。（各事業部傘下の部は変更なし） 

  4.「民間機セグメント」傘下に「民間機企画管理部」、「民間機技術統括室」および 
   「民間機事業部」を置く。 

    5.「民間機事業部」傘下に「業務部」、「組織風土改革推進室」、「品質保証部」、「営業部」、 
   「生産管理部」、「技術部」、「部品工作部」、「工作部」および「大江西工作部」を置く。 

  6.「ＭＲＪ事業部」傘下に「品質保証部」および「工作部」を置く。 
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【機械・設備システムドメイン】 
  1.「機械・設備システムドメイン」を「インダストリー＆社会基盤ドメイン」に改称する。 

  2. 同ドメイン傘下に「事業戦略総括部」、「製造・調達総括部」、「船舶・海洋事業部」、 
   「交通機器事業部」および「エンジニアリング本部」を置く。 
   （各事業部・総括部傘下の部および室は変更なし） 

  3.「エンジニアリング本部」傘下に「企画管理部」、「調達部」、「安全管理部」、 
   「品質保証部」、「化学プラント営業部」、「化学プラントサービス事業推進室」、 
   「交通システム営業部」、「先進事業開発推進室」、「プロジェクト総括部」および 
   「エンジニアリング総括部」を置く。（各総括部傘下の部および室は変更なし） 

 
■人事異動 

発令日：2017 年 3 月 31 日 

新 職 現 職 氏 名 

（株）菱友システム技術に転出 

ＩＣＴソリューション本部 
副本部長 
兼 エネルギー・環境ドメイン  

原子力事業部 技師長 

いなづみ よしのり 

稲積 義則 

ＭＨＩソリューションテクノロジー

ズ（株）に転出 
ＩＣＴソリューション本部 
プロジェクト部長 

やました  ひろし 

山下 博 

退職（定年） 
エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部長 
兼 洋上風車部長 

まえかわ  しん 

前川 伸 

エムエイチアイマリンエンジニアリ

ング（株）に転出 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
船海エンジニアリング部長 

  ざいつ  あきら 

財津 融 

退職 
交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
調達部長 

おおつき こうたろう 

大槻 耕太郎 
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新 職 現 職 氏 名 

（株）ＭＨＩロジテックに転出 
防衛・宇宙ドメイン 
先端技術事業部 
事業推進部長 

 はない   のぶとし 

花井 伸敏 

エムエイチアイマリテック（株） 
に転出 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
潜水艦部長 

   ばば   かずひこ 

馬場 和彦 

三菱重工メカトロシステムズ（株） 
に転出 

機械・設備システムドメイン 
製造・調達総括部 
機械・設備システム調達部長 
兼 事業戦略総括部 主幹部員 

  まつもと  たかつぐ 

松本 隆嗣 

 

発令日：2017 年 4 月 1 日 

新 職 現 職 氏 名 

グローバル拠点支援室長 
グローバル拠点支援室 
調査役 

くろき  しんじ 

黒木 慎司 

グローバルＨＲ部長 
人事労政部 
調査役 

やたけ   かずお  

矢竹 和夫 

ドメイン財務総括部 
財務第一部長 

ドメイン財務総括部 
エネルギー・環境財務部長 

たかはし ともなり 

髙橋 基就 

ドメイン財務総括部 
財務第二部長 
兼 神戸造船所 神戸改革推進室 

主幹部員 

ドメイン財務総括部 
機械・設備システム財務部長 
兼 神戸造船所 神戸改革推進室 

主席部員 

いとう  ひろのしん 

伊藤 博之進 
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新 職 現 職 氏 名 

ドメイン財務総括部 
財務第三部長 

ドメイン財務総括部 
防衛・宇宙財務部長 
兼 長崎経理グループ長 

よねむら まさかず 

米村 壮和 

Mitsubishi Heavy Industries Asia 
Pacific Pte. Ltd.  
社長 

グループ戦略推進室 
戦略企画部 
次長 
兼 アセットマネジメントグループ長 

さむら  あきのぶ 

佐村   彰宣 

執行役員フェロー 
総合研究所 
技師長 
兼 グローバルリサーチ＆イノベーション

センター長 
兼 マーケティング＆イノベーション本部 

 先進デザインセンター長 

執行役員フェロー 
総合研究所 
技師長 
兼 グローバルリサーチ＆イノベーション

センター長 

 いしで  たかし 

石出 孝 

総合研究所 
業務部 
技監・部長 

総合研究所 
技監・主幹研究員 
兼 機械研究部 主幹研究員 

 まつい   あきひこ 

松井 昭彦 

ＩＣＴソリューション本部 
副本部長 
兼 パワードメイン 原子力事業部 

技師長 

ＩＣＴソリューション本部 
技師長 

  やすい  ゆずる 

安井 譲 

ＩＣＴソリューション本部 
プロジェクト部長 

バリューチェーン本部 
バリューチェーン革新部 
戦略グループ 
主席部員 

 たまき  つかさ 

玉木 司 

バリューチェーン本部 
バリューチェーン革新部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体品質保証部長 

ひらはら  ひろゆき 

平原   裕之 
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新 職 現 職 氏 名 

バリューチェーン本部 
バリューチェーン技術部長 

経営監査部 
次長 

ひがしくぼ  ともひろ 

東久保 智広 

バリューチェーン本部 
サプライチェーン高度化室長 

バリューチェーン本部 
施設管理部長 

さとう   こうじ 

佐藤 浩司 

バリューチェーン本部 
民間機調達センター長 

バリューチェーン本部 
サプライチェーン高度化室長 

あそう   しんや 

麻生 真也 

バリューチェーン本部 
施設管理部長 

バリューチェーン本部 
バリューチェーン技術部長 

よしかわ  よしのぶ 

吉川 佳伸 

神戸造船所 
神戸改革推進室長 

バリューチェーン本部 
バリューチェーン革新部 
戦略グループ長 

たかぎし まさはる 

高岸 正治 

パワードメイン 
副ドメイン長 

エネルギー・環境ドメイン 
経営管理総括部長 

ふじさわ  まさゆき 

藤沢 昌之 

パワードメイン 
経営管理総括部長 
兼 グループ経営推進室長 

エネルギー・環境ドメイン 
経営管理総括部 
副総括部長 
兼 グループ経営推進室長 

なかがわ ひろかず 

中川 浩一 

パワードメイン 
経営管理総括部 
企画管理部長 

エネルギー・環境ドメイン 
経営管理総括部 
企画管理部長 

いけだ  としあき 

池田 敏昭 
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新 職 現 職 氏 名 

三菱重工航空エンジン（株）に転出 
防衛・宇宙ドメイン 
エンジン・機器部長 

 おかだ  きょうじろう 

岡田 京次郎 

パワードメイン 
品質保証総括部 
技監・総括部長 

エネルギー・環境ドメイン 
品質保証総括部 
技監・総括部長 

 たかや  ひろゆき 

髙谷 弘之 

パワードメイン 
品質保証総括部 
品質マネジメント部長 

エネルギー・環境ドメイン 
品質保証総括部 
品質マネジメント部長 

さいとう  てつや 

斉藤 徹哉 

パワードメイン 
品質保証総括部 
原子力安全・品質監査部長 
兼 品質マネジメント部 主幹技師 

エネルギー・環境ドメイン 
品質保証総括部 
品質マネジメント部 
次長 

 ただ  よしひさ 

多田 義久 

パワードメイン 
営業戦略総括部長 

エネルギー・環境ドメイン 
営業戦略総括部 
副総括部長 

しまもと ふみはる 

島元 文治 

パワードメイン 
営業戦略総括部 
営業戦略部長 

エネルギー・環境ドメイン 
営業戦略総括部 
営業戦略部長 

いのうえ ひろし 

井上 宏 

パワードメイン 
営業戦略総括部 
事業推進部長 

エネルギー・環境ドメイン 
営業戦略総括部 
事業推進部長 

おくむら   なおき 

奥村 直樹 

パワードメイン 
技術統括室長 

エネルギー・環境ドメイン 
技術統括室 
次長 

 わたべ  まさはる 

渡部 正治 
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新 職 現 職 氏 名 

パワードメイン 
原子力事業部 
副事業部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
事業部長代理 

 かとう  あきひこ 

加藤 顕彦 

パワードメイン 
原子力事業部 
主幹部員 
兼 営業戦略総括部 副総括部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
主幹部員 
兼 営業戦略総括部 副総括部長 

  むとう しゅういちろう 

武藤 秀一郎 

パワードメイン 
原子力事業部 
原子力企画管理部長 
兼 経営管理総括部 主幹部員 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
原子力企画管理部長 
兼 経営管理総括部 主幹部員 

 まつふじ みのる 

松藤 稔 

パワードメイン 
原子力事業部 
調達部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
調達部長 
兼 経営管理総括部 主幹部員 

 たかはし  まさき 

高橋 雅樹 

パワードメイン 
原子力事業部 
原子力部長 
兼 営業戦略総括部 主幹部員 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
関西支社 
主幹部員 

 きしもと  しんじろう 

岸本 真次郎 

パワードメイン 
原子力事業部 
神戸原子力営業部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
神戸原子力営業部長 

あかぎ  けんすけ 
赤木 謙介 

パワードメイン 
原子力事業部 
関西支社長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
副事業部長 

ひがし みつくに 

東 光邦 

パワードメイン 
原子力事業部 
九州支社長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
九州支社長 

くすもと まさる 

楠本 勝 
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新 職 現 職 氏 名 

パワードメイン 
原子力事業部 
北海道支社長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
北海道支社長 

むらた  てつや 

村田 哲也 

パワードメイン 
原子力事業部 
四国支社長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
四国支社長 

はすい  やすのぶ 

蓮井 靖信 

パワードメイン 
原子力事業部 
見積管理部長 
兼 海外プロジェクト部 主幹部員 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
見積管理部 
次長 
兼 海外プロジェクト部 

トルコプロジェクトグループ 
主席部員 

といぐち  しんや 

渡井口 真也 

三菱原子燃料（株）に転出 
エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
見積管理部長 

はしもと  こうじ 

橋本 幸二 

パワードメイン 
原子力事業部 
品質保証部長 
兼 品質保証総括部 

品質マネジメント部 主幹部員 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
品質保証部長 
兼 品質保証総括部 

品質マネジメント部 主幹部員 

  あさだ  よしひろ 

浅田 義浩 

パワードメイン 
原子力事業部 
原子力技術部長 
兼 技術統括室 主幹技師 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
原子力技術部長 
兼 技術統括室 主幹技師 

みやぐち じんいち 

宮口 仁一 

パワードメイン 
原子力事業部 
安全高度化対策推進室長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
安全高度化対策推進室 
次長 

 いわさ  よしなり 

岩佐 佳成 
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新 職 現 職 氏 名 

パワードメイン 
原子力事業部 
海外プロジェクト部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
海外プロジェクト部長 

 ながや  みつる 

長屋 充 

パワードメイン 
原子力事業部 
炉心・安全技術部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
炉心・安全技術部長 

 やまぎし  まこと 

山岸 誠 

パワードメイン 
原子力事業部 
プラント設計部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
プラント設計部長 

なかはら たかし 

中原 隆 

パワードメイン 
原子力事業部 
新型炉・原燃サイクル技術部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
新型炉・原燃サイクル技術部長 

 あじき  かずひで 

安食 和英 

パワードメイン 
原子力事業部 
機器設計部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
機器設計部長 

みまき  ひでひと 
三牧 英仁 

パワードメイン 
原子力事業部 
建設・保全技術部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
建設・保全技術部長 

 やすだ   こうすけ 

安田 公輔 

パワードメイン 
原子力事業部 
原子力工作部長 

エネルギー・環境ドメイン 
原子力事業部 
原子力工作部長 

 かなぶし  たかし 

金伏 貴志 

パワードメイン 
再生エネルギー事業部長 

エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部 
副事業部長 

  みつい   のりお 

三井 紀夫 
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新 職 現 職 氏 名 

パワードメイン 
再生エネルギー事業部 
副事業部長 

エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部 
陸上風車部長 

やとみ   ゆうじ 

弥冨 裕治 

パワードメイン 
再生エネルギー事業部 
陸上風車部長 

エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部 
陸上風車部 
次長 

いしい  やすひろ 

石井 靖広 

パワードメイン 
再生エネルギー事業部 
洋上風車部長 

エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部 
主幹技師 
兼 洋上風車部 次長 

 のぐち   としひで 

野口 俊英 

パワードメイン 
再生エネルギー事業部 
水・エネルギー部長 

エネルギー・環境ドメイン 
再生エネルギー事業部 
水・エネルギー部長 

 ともみつ しゅういち 

友光 秀一 

執行役員フェロー 
民間機セグメント 
技師長 
兼 民間機技術統括室長 

交通・輸送ドメイン 
技術統括室長 

  たねだ    ひろし 

種子田 裕司 

民間機セグメント 
民間機企画管理部長 

交通・輸送ドメイン 
管理部長 
兼 事業戦略推進室長 

   すずき   よしたか 
鈴木 義貴 

民間機セグメント 
民間機事業部 
副事業部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
副事業部長 

ひらの  ゆうじ 

平野 祐二 

民間機セグメント 
民間機事業部 
副事業部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
主幹プロジェクト統括 

 さわぐち  さとし 

澤口 敏司 
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新 職 現 職 氏 名 

民間機セグメント 
民間機事業部 
業務部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
業務部長 
兼 民間機経営企画室 次長 

よしだ  ひでかず 

吉田 秀一 

民間機セグメント 
民間機事業部 
品質保証部長 

交通・輸送ドメイン 
品質保証総括部 
民間機品質保証部長 

 もりした   のぶお 

森下 伸夫 

民間機セグメント 
民間機事業部 
営業部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機経営企画室 
品川グループ長 
兼 営業総括部 民航営業部  

民間機グループ 主席部員 

 さいとう じゅんいち 
齋藤 淳一 

民間機セグメント 
民間機事業部 
生産管理部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
生産管理部長 

おかべ  かずひさ 

岡部 和久 

民間機セグメント 
民間機事業部 
技術部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
技術部長 

たなか  ひろゆき 

田中 博幸 

民間機セグメント 
民間機事業部 
部品工作部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
部品工作部長 

 いとう  みつひこ 

伊藤 充彦 

民間機セグメント 
民間機事業部 
工作部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
工作部 
主幹技師 

きしざわ まさひと 

岸澤 真仁 

民間機セグメント 
民間機事業部 
大江西工作部長 

交通・輸送ドメイン 
民間機事業部 
大江西工作部長 

 てらお  ひとし 

寺尾 仁 
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新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
副セグメント長 

防衛・宇宙ドメイン 
副ドメイン長 
兼 艦艇事業部長 

 おだ    たかお 

織田 隆夫 

防衛・宇宙セグメント 
副セグメント長 
兼 航空機・飛昇体事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
副ドメイン長 
兼 航空機・飛昇体事業部長 

さくらい  けいじ 

櫻井 啓司 

防衛・宇宙セグメント 
企画管理部長 

防衛・宇宙ドメイン 
企画管理部長 

きたがわ もとひろ 

北川 元洋 

防衛・宇宙セグメント 
統合防衛推進室長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体技術部長 

 えぐち   まさゆき 

江口 雅之 

ＭＨＩエアロスペースシステムズ（株）

に転出 

防衛・宇宙ドメイン 
先端技術事業部 
先端技術部長 

 たじま  としゆき 

田島 稔幸 

防衛・宇宙セグメント 
調達部長 
兼 航空機・飛昇体事業部 主幹部員 
兼 宇宙事業部 主幹部員 

防衛・宇宙ドメイン 
防衛・宇宙調達部長 
兼 航空機・飛昇体事業部 主幹部員 
兼 宇宙事業部 主幹部員 

  ふじい  たかし 

藤井 隆 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 

もりた  まさし 

守田 昌史 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 
兼 企画部長 

すなだ  けんじ 

砂田 憲司 



 

13/23 

新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 
兼 名古屋誘導推進システム製作所長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 
兼 名古屋誘導推進システム製作所長 

しらいし  ひとし 

白石 仁志 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
副事業部長 

 にしがや   ともえ 

西ヶ谷 知栄 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
企画部長 

防衛・宇宙ドメイン 
先端技術事業部 
副事業部長 

なかの  ひろし 

中野 博司 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
営業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
営業部長 

 かわい  あきひろ 

河合 晃宏 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
航空機業務部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
航空機業務部長 

さとう  ひろこ 

佐藤 裕子 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
航空機品質保証部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
航空機品質保証部長 

なおつか よういち 

直塚 洋一 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
航空機技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
航空機技術部長 

  いけだ  ちから 

池田 力 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
ヘリコプタ技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
ヘリコプタ技術部長 

 かたやま たけし 

片山 健 
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新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
航空機電子システム技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
航空機電子システム技術部長 

  やまだ  ひろゆき 

山田 弘之 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
航空機製造部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
航空機製造部長 

 ひろた   ひでみつ 

廣田 英光 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
フライトテスト部長 
兼 名古屋航空宇宙システム製作所 

主幹部員 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
フライトテスト部長 
兼 名古屋航空宇宙システム製作所  

主幹部員 

 さだい しゅんすけ 

貞井 俊介 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
プロダクトサポート部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
プロダクトサポート部長 

こすげ   たけお 

小菅 健男 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体業務部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体業務部長 

 はまぐち さとる 

浜口 悟 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体品質保証部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体品質保証部 
品質マネジメント課長 
兼 エンジン・機器部 

品質保証課 主席技師 

かわかみ よしゆき 

川上 義行 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体技術部 
次長 

 おおば  ひでゆき 

大羽 秀幸 
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新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体電子システム技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体電子システム技術部長 

 くろだ   よしかつ 

黒田 能克 

防衛・宇宙セグメント 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体製造部長 

防衛・宇宙ドメイン 
航空機・飛昇体事業部 
飛昇体製造部長 

  さとう わたる 

佐藤 渉 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部長 

 あつみ  まさひろ 

渥美 正博 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
副事業部長 

  たむら  あつとし 

田村 篤俊 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
副事業部長 
兼 営業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
副事業部長 
兼 営業部長 

おがさわら  こう 

小笠原 宏 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
品質保証部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
品質保証部長 

みずの つとむ 

水野 努 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
宇宙システム技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
宇宙システム技術部長 

 つぼい  まさのり 

坪井 正徳 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
宇宙機器技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
宇宙機器技術部長 

よしかわ   きみと 

吉川 公人 
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新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
宇宙事業部 
製造・発射整備部長 

防衛・宇宙ドメイン 
宇宙事業部 
製造・発射整備部長 

さかぐち ひであき 

坂口 秀明 

防衛・宇宙セグメント 
特殊車両事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊車両事業部長 

  かつた  しげる 

勝田 茂 

防衛・宇宙セグメント 
特殊車両事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊車両事業部 
副事業部長 

 おかざき たかし 

岡崎 隆 

防衛・宇宙セグメント 
特殊車両事業部 
営業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊車両事業部 
営業部長 

しおの   けんじ 

塩野 賢二 

防衛・宇宙セグメント 
特殊車両事業部 
技術部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊車両事業部 
技術部長 

わたなべ こういち 

渡辺 光一 

防衛・宇宙セグメント 
特殊車両事業部 
工作部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊車両事業部 
工作部長 

やなぎさわ まこと 

柳沢 真 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
副事業部長 

あらかわ ひろし 

荒川 浩 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
副事業部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
副事業部長 
兼 営業部長 

みむら  けんじ 

三村 兼司 
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新 職 現 職 氏 名 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
副事業部長 
兼 横浜艦船改修部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
副事業部長 
兼 横浜艦船改修部長 

 ゆむら  こういち 

湯村 浩一 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
営業部長 
兼 水上艦グループ長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
営業部 
次長 

たけなか    ひでき 

武中 秀樹 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
長崎艦艇部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
長崎艦艇部長 

よしおか  あつし 

吉岡 厚志 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
潜水艦部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
潜水艦部 
主幹プロジェクト統括 

  たお   しんぞう 

田尾 晋三 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
立神艦船工作部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
立神艦船工作部長 

ちょうし かずのり 

調枝 和則 

防衛・宇宙セグメント 
艦艇事業部 
神戸艦船工作部長 

防衛・宇宙ドメイン 
艦艇事業部 
神戸艦船工作部長 

 てらだ  あきふみ 

寺田 明史 

防衛・宇宙セグメント 
特殊機械部長 

防衛・宇宙ドメイン 
特殊機械部長 

 くまべ  しゅうじ 

隈部 周二 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
事業戦略総括部 
企画管理部長 

機械・設備システムドメイン 
事業戦略総括部 
企画管理部長 

 いしづか  たかし 

石塚 隆志 
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新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
事業戦略総括部 
事業開発推進部長 

機械・設備システムドメイン 
事業戦略総括部 
事業開発推進部 
主幹技師 
兼 ソリューションビジネスグループ長 

かわぞえ  つかさ 

川添 司 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
製造・調達総括部 
副総括部長 
兼 加工センター長 
兼 品質マネジメント室長 
兼 機械・設備システム調達部長 

機械・設備システムドメイン 
製造・調達総括部 
副総括部長 
兼 加工センター長 
兼 品質マネジメント室長 

 やだ  しんいち 

矢田 晋一 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
製造・調達総括部 
機械品質保証部長 

機械・設備システムドメイン 
製造・調達総括部 
機械品質保証部長 
兼 品質マネジメント室 主幹技師 

おぎ   やすお 

尾木 靖夫 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
副事業部長 
兼 下関造船所長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
副事業部長 
兼 下関造船所長 

 きたむら とおる 

北村 徹 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
商船事業改革推進室長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
商船事業改革推進室長 

   まつだ   みきまさ 

松田 幹正 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
調達部長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
調達部長 

ふくだ   てつや 

福田 哲也 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
品質保証部長 
兼 商船事業改革推進室 主席部員 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
品質保証部長 
兼 商船事業改革推進室 主席部員 

 あだち  ひろやす 

足立 浩康 



 

19/23 

新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
船海エンジニアリング部長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
船海エンジニアリング部 
次長 
兼 商船事業改革推進室 主席技師 
兼 技術統括室 主席技師 

 かわかど まなぶ 

川角 学 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
長崎技術部長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
長崎技術部長 

 にしむら しんいち 

西村 信一 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
下関技術部長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
下関技術部長 

おおひら ひろゆき 

大平 弘之 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
客船工作部長 
兼 エンジニアリング本部 

プロジェクト総括部 主幹技師 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
客船工作部長 
兼 エンジニアリング本部 

プロジェクト総括部 主幹技師 

しいば  くにお 

椎葉 邦男 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
船舶・海洋事業部 
下関工作部長 

交通・輸送ドメイン 
船舶・海洋事業部 
下関工作部長 

 たけだ   ひろゆき 

竹田 祐幸 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
交通機器事業部長 

交通・輸送ドメイン 
交通機器事業部 
副事業部長 
兼 O&M 推進室長 

やすかわ  まさお 

安川 雅夫 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
交通機器事業部 
O&M 推進室長 
兼 管理グループ 主席部員 

交通・輸送ドメイン 
交通機器事業部 
O&M 推進室 
次長 
兼 管理グループ 主席部員 

  ますだ ひろむ 

増田 弘 
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新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
交通機器事業部 
技術部長 
兼 エンジニアリング本部  

エンジニアリング総括部 
機械・機器エンジニアリング部 
主幹技師 

交通・輸送ドメイン 
交通機器事業部 
技術部長 
兼 エンジニアリング本部 

エンジニアリング総括部 
機械・機器エンジニアリング部 
主幹技師 

    どい  ゆたか 

土井 裕 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
交通機器事業部 
製造部長 

交通・輸送ドメイン 
交通機器事業部 
製造部長 

 おかだ   のりゆき 

岡田 徳幸 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
副本部長 
兼 パワードメイン 副ドメイン長 

エネルギー・環境ドメイン 
副ドメイン長 
兼 営業戦略総括部長 
兼 エンジニアリング本部 

本部長代理 

てらさわ  けんじ 

寺沢 賢二 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
本部長代理 
兼 交通システム営業部長 

交通・輸送ドメイン 
営業総括部長 
兼 交通システム営業部長 

ひしぬま たかゆき 

菱沼 隆之 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
企画管理部長 

エンジニアリング本部 
企画管理部長 

 ひびの   よういち 

日比野 陽一 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
調達部長 

エンジニアリング本部 
調達部長 
兼 エネルギー・環境ドメイン 

経営管理総括部 主幹部員 

しょうじま  ゆきお 

庄島 幸男 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
安全管理部長 

エンジニアリング本部 
安全管理部長 
兼 エネルギー・環境ドメイン 

経営管理総括部 主席技師 

 たなか  としあき 

田中 俊彰 
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新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
品質保証部長 

エンジニアリング本部 
品質保証部長 

 みた   たかし 

三田 隆史 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
化学プラント営業部長 

エンジニアリング本部 
化学プラント営業部長 
兼 エネルギー・環境ドメイン 

営業戦略総括部 主幹部員 

 すずき  ひろえつ 

鈴木 宏悦 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
化学プラントサービス事業推進室長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
基本計画部 
化学プラントプロセス設計グループ長 

かしわぎ  ひでお 

柏木 英雄 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
先進事業開発推進室長 
兼 交通機器事業部 主幹技師 

交通・輸送ドメイン 
先進事業開発推進室長 
兼 エンジニアリング本部 

プロジェクト総括部 調査役 
兼 交通・輸送ドメイン 

交通機器事業部 主幹技師 

ふじた  きんや 

藤田 謹也 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部長 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部長 
兼 プロジェクト部長 

  ながの  はじめ 

長野 肇 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
副総括部長 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
副総括部長 

はやた   あつや 

早田 篤哉 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
水プロジェクト室長 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
水プロジェクト室 
主席技師 

 ふじせ   かずひこ 

藤瀬 和彦 
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新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
CO2-EOR 推進室長 
兼 マーケティング＆イノベーション本部 

オイル＆ガス事業開発室 
主幹部員 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
CO2-EOR 推進室長 
兼 マーケティング＆イノベーション本部 

オイル＆ガス事業開発室 
主幹部員 

   すさき まこと 

洲崎 誠 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
プロジェクト部長 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
プロジェクト部 
主幹プロジェクト統括 

 まつもと まさお 

松本 正雄 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
建設部長 

エンジニアリング本部 
プロジェクト総括部 
建設部長 

 はやま  あきら 

葉山 晃 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 
兼 機械・機器エンジニアリング部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 
兼 機械・機器エンジニアリング部長 

いまたけ しげのり 

今竹 滋典 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 
兼 計装・電気エンジニアリング部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 
兼 計装・電気エンジニアリング部長 

あおやま しげお 

青山 滋夫 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
副総括部長 

    こさこ     おさお 

小佐古 修士 
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新 職 現 職 氏 名 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
基本計画部 
技監・部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
基本計画部 
技監・部長 

 ふるいち ひろゆき 

古市 裕之 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
空間エンジニアリング部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
空間エンジニアリング部長 

   つかはら  あつし 

塚原 敦 

インダストリー＆社会基盤ドメイン 
エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
土建エンジニアリング部長 

エンジニアリング本部 
エンジニアリング総括部 
土建エンジニアリング部長 

いそだ  あつし 

磯田 厚志 

ＭＲＪ事業部長 
兼 工作部長 

交通・輸送ドメイン 
ＭＲＪ事業部長 

こうぐち ひろゆき 

髙口 宙之 

ＭＲＪ事業部 
品質保証部長 

交通・輸送ドメイン 
品質保証総括部 
ＭＲＪ品質保証部長 

 おかだ  しゅんじ 

岡田 俊次 

三菱航空機（株）に転出 
交通・輸送ドメイン 
ＭＲＪ事業部 
工作部長 

たつおか ひろゆき 

立岡 寛之 

 

以 上 


