2020年3月2日

機構改革・人事異動に関するお知らせ
株式会社大気社は、2020年4月1日付機構改革・人事異動(部長以上)につき、下記の通りお知らせいたします。
株式会社大気社
代表取締役社長 執行役員 加藤 考二
(本件に関するお問い合わせ先)
管理本部 企画・広報課
TEL(03)5338-5052
記
▼機構改革［本社・本部］
（発令日：2020年4月1日）
「経営企画本部」を新設
「企画推進室」を「企画推進部」に改称し、「経営企画部」、新設する「新事業企画部」、「情報システム部」とともに、「経営企画本部」の下に設置
「経営企画部」の下の「経営管理室」を廃止

▼機構改革［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2020年4月1日）
［本部］
「企画部」に「事業戦略部」を新設
「新産業統括部」の直下に「植物工場推進部」、その下に「技術営業部」を新設
「技術統括部」の直下に「原価・積算管理部」、その下に「積算センター」を新設
［東京支社］
「原価管理部」を「原価・積算管理部」に改称
「横浜支店」に技術2部を新設
［海外拠点］
「タイ地域統括会社準備室」を廃止
「インド・南アジア事業戦略推進室」を新設

▼執行役員人事異動
（発令日：2020年4月1日）
新

職

旧

職

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社長)
▽常務執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社長

(執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部 東北支店長)

▽常務執行役員

(執行役員)

▽常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報システム部長

(理事 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 海外統括部長)

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 新産業統括部 植物工場推進部長
兼 海外営業統括部 副統括部長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 ﾀｲ地域統括会社準備室長)

継 続 職
取締役 常務執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部 副事
業部長

氏

名

稲川 信隆
安原 政明

環境ｼｽﾃﾑ事業部 大阪支社長

吉武 修一
長田 雅士

執行役員

三上 茂

▽兼 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 海外統括部長

執行役員 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部長

福永 卓司

▽執行役員

環境ｼｽﾃﾑ事業部 Taikisha Philippines Inc. 社
佐藤 康浩
長

▼理事人事異動
（発令日：2020年4月1日）
▽理事 環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社 関東支店長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部 国内購買管理部長)

▽理事 管理本部 副本部長
▽理事 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 西日本事業所 副事業所長

坂本 雅文
兼 管理本部 人事部長

(塗装ｼｽﾃﾑ事業部 西日本事業所 営業部長)

颯波 淳三
田中 悟

▼一般人事異動［本社・本部］
（発令日：2020年4月1日）
▽経営企画本部 経営企画部長
▽経営企画本部 新事業企画部長

羽鳥 研
(経営企画部 経営管理室長)

長瀬 良久

(中部支店 技術部長)

久保田 康三

▼一般人事異動［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2020年4月1日）
▽企画部 副部長 兼 企画部 事業戦略部長
▽新産業統括部 新産業営業部長

中村 学

▽新産業統括部 植物工場推進部 技術営業部長

中村 欣明

▽技術統括部 国内購買管理部長

(技術統括部 国内購買管理部 東京購買部長)

小倉 直孝

▽技術統括部 国内購買管理部 東京購買部長

(東京支社 横浜支店長)

和田 浩

▽技術統括部 原価・積算管理部長

兼 東京支社 統括技術部 原価・積算管理部長

生駒 澄夫

▽技術統括部 原価・積算管理部 積算ｾﾝﾀｰ長

湯浅 紳次

▽海外技術統括部 海外施工品質管理部長

野口 泰志

▽東北支店長

(東京支社 統括技術部長)

入交 護

▽東京支社 統括営業部 営業１部長

山下 順也

▽東京支社 統括技術部長

(東京支社 統括技術部 技術1部長)

青木 泰志

▽東京支社 統括技術部 技術1部長

(東京支社 統括技術部 技術2部長)

上西 秀彦

▽東京支社 統括技術部 技術2部長
▽東京支社 統括技術部 技術3部長

湯川 孝明
(東京支社 統括技術部 技術4部長)

竹村 光司

▽東京支社 統括技術部 技術4部長

中村 明寿

▽東京支社 施工品質管理部長

松田 則緒

▽東京支社 関東支店 技術部長

三原 健司

▽東京支社 横浜支店長

(東京支社 統括営業部 営業1部長)

中田 泰彰

▽東京支社 横浜支店 技術1部長

國武 力

▽東京支社 横浜支店 技術2部長

(東京支社 横浜支店 技術部長)

緒方 正樹

▽中部支店 技術部長

(東京支社 関東支店 技術部長)

橘 正章

▽国際支店長

兼 海外営業統括部 営業推進部長

江碕 啓一郎

▽ｲﾝﾄﾞ・南ｱｼﾞｱ事業戦略推進室長

(事業戦略室長)

▽Taikisha(Taiwan)Ltd. 総経理

森 卓也
海上 修一

▼一般人事異動［塗装ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2020年4月1日）
▽技術統括部 品質管理部長

加藤 徹也

▽設計開発統括部 技術企画部長

吉岡 秀久

▽韓国大気社 代表理事

(西日本事業所 技術部長)

遠藤 義信

▽西日本事業所 営業部長

犬塚 功司

▽西日本事業所 技術部長

大橋 勲

