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　株式会社大気社は、下記の通り機構改革および人事異動を行うことにいたしましたので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　　芝 利昭　　　
(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                　　　

▼機構改革［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2019年4月1日）

[本部]

「海外営業統括部」の「営業推進室」を「営業推進部」に改称

「タイ地域統括会社準備室」を新設

[東京支社]

「統括技術部」に「技術4部」、「原価管理部」を新設

▼機構改革［塗装ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2019年4月1日）

「営業統括部」に「営業推進部」を新設

技術統括部の「技術管理室」を「技術管理部」、「施工品質管理部」を「品質管理部」に改称

技術統括部に「原価管理部」を新設

「新規事業開発センター」及び、配下の「営業技術部」を廃止

「技術開発センター」及び、配下の「制御開発部」、「新規事業開発室」を廃止

「調達管理センター」及び、配下の「購買部」を廃止

「海外統括部」を新設

「企画部」を廃止

機構改革・人事異動に関するお知らせ

記

「設計開発統括部」を新設し、「技術開発センター」の「プロセス開発部」、「オートメーション開発部」、「技術統括部」の「技術企画部」、「設計技術部」を移管し、「設計技術部」を「設計管理
部」に改称



▼執行役員人事異動
（発令日：2019年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽社長執行役員 (副社長執行役員) 代表取締役 加藤　考二

▽代表取締役 副社長執行役員 (取締役　専務執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部長) 向井　浩

▽専務執行役員　塗装ｼｽﾃﾑ事業部長 (常務執行役員　塗装ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長) 取締役 早川　一秀

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長　兼 ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ事業担
当

(塗装ｼｽﾃﾑ事業部長) 取締役　専務執行役員 上之段　良一

▽専務執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部長 (常務執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部　副事業部長) 取締役 中島　靖

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長 常務執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社長 稲川　信隆

▽常務執行役員　塗装ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長 兼 技術
統括部長

(上席執行役員) 村川　純一

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 設計開発統括部長 (塗装ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長) 執行役員 井上　正

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 ﾀｲ地域統括会社準備室長 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 Taikisha(Thailand)Co.,Ltd .社長) 執行役員 三上　茂

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 海外技術統括部長 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長 兼 国内技術部長) 執行役員 菊地　基雄

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社 副支社長 兼 統括営業部
長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部長 兼 海外営業統括部長) 執行役員 田村　健

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社 副支社長) 執行役員 今井　英策

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部長 兼 新産業統括部長 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 東京支社 副支社長 兼 統括営業部長) 執行役員 竹下　誠司

▽執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部 海外営業統括部長 (理事　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長) 山下　眞毅

▽執行役員　環境ｼｽﾃﾑ事業部
Taikisha(Thailand)Co.,Ltd .社長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 Taikisha Vietnam Engineering Inc. 社長) 佐々木　健好



▼理事人事異動
（発令日：2019年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 海外統括部長 (塗装ｼｽﾃﾑ事業部 企画部長) 理事 長田　雅士

▽ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 (ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 営業業務監査室長) 理事 佐藤　陽一郎

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長　開発担当 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術開発ｾﾝﾀｰ長) 理事 山本　芳嗣

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部 副統括部長 兼 原価管
理部長

(塗装ｼｽﾃﾑ事業部 調達管理ｾﾝﾀｰ長 兼 購買部長) 理事 岡本　好博

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部 営業推進部長 (塗装ｼｽﾃﾑ事業部 新規事業開発ｾﾝﾀｰ 営業技術部長) 理事 志波　英男

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 設計開発統括部 副統括部長 (塗装ｼｽﾃﾑ事業部 技術開発ｾﾝﾀｰ長) 理事 渡邉　誠

▽理事　塗装ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部 副統括部長 (塗装ｼｽﾃﾑ事業部 新規事業開発ｾﾝﾀｰ長) 北林　俊道

▽理事 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部 技術管理部長 鈴木　久夫

▽理事　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 営業業務監査室長 (管理本部 総務部長) 谷口　雅英

▼一般人事異動［本社・本部］
（発令日：2019年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽管理本部 総務部長 兼 監査役室長 佐藤　英樹

▽安全本部 安全部長 (環境ｼｽﾃﾑ事業部 九州支店 技術部長) 安田　慎宏



▼一般人事異動［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2019年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽技術開発センター長 大野　裕二

▽技術開発センター 副センター長 舟里　忠益

▽技術統括部 設計部長 荒木　誠一

▽技術統括部 国内技術部長 (東北支店 技術部長) 八重樫　俊至

▽技術統括部 国内購買管理部長 (東京支社 関東支店 技術部長) 坂本　雅文

▽海外営業統括部 営業推進部長 江碕　啓一郎

▽海外技術統括部 海外施工品質管理部長 飯塚　要一

▽東北支店 技術部長 美野　寿

▽東京支社 統括営業部 営業３部長 今野　祥一

▽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) 上西　秀彦

▽東京支社 統括技術部 技術３部長 原　栄亮

▽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 原価管理部長 生駒　澄夫

▽東京支社 関東支店 営業部長 野村　康夫

▽東京支社 関東支店 技術部長 橘　正章



▽東京支社 横浜支店 営業部長 (東京支社 統括営業部 営業３部長) 木村　正一

▽大阪支社 統括技術部長 祖父江　正

▽大阪支社 統括技術部 技術１部長 為近　仁晴

▽大阪支社 統括技術部 設計積算部長 畠山　和彦

▽大阪支社 施工品質管理部長 (大阪支社 統括技術部 技術１部長) 今井　哲也

▽大阪支社 安全部長 渋田　太治

▽九州支店 技術部長 迫　眞人

▽Taikisha Vietnam Engineering Inc.社長 中地　雅之

▽P.T.Taikisha Indonesia Engineering社長 麻生　孝志

▼一般人事異動［塗装ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2019年4月1日）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽設計開発統括部 設計管理部長 石井　一生

▽東日本事業所 技術部長 高木　英幸

▽東南ｱｼﾞｱｴﾘｱ P.T.Taikisha Indonesia Engineering 副社
長

澤田　宗昭

以上


