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東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

２０１９年４月１日付主な組織改正および人事異動について 

 

 

 

２０１９年４月１日付主な組織改正 

原子力事業部および火力・水力事業部を廃止・統合し、パワーシステム事業部を新設する。 

 

電力流通システム事業部およびエネルギーアグリゲーション統括部を廃止・統合し、グリッ

ド・アグリゲーション事業部を新設する。 

 

２０１９年４月１日付主な人事異動 

 

（発令） （現職） （氏名） 

▽ 投資管理部長兼務  社長附  本吉 和仁 

▽ 経営企画部長   （企画部長）  塚原 浩一 

▽ リスク管理室長  （火力・水力事業部営業担当上席部

長） 

 栗本 浩也 

▽ 技術・生産企画部長  （火力・水力事業部参事）  鳥飼 高行 

▽ 渉外・広報部長  （原子力事業部ＮｕＧｅｎ統括部

長） 

 河村 圭 

▽ パワーシステム事業部パワ

ーシステム企画部長 

 （原子力事業部原子力営業第一部

長） 

 木田 圭二郎 

▽ パワーシステム事業部パワ

ーシステム品質保証部長 

 （磯子エンジニアリングセンター原

子力品質保証部長） 

 増山 亨 

▽ パワーシステム事業部パワ

ーシステム調達部長 

 （原子力事業部原子力調達部長）  岡本 光司 

▽ パワーシステム事業部営業

管理第一部長 

 （原子力事業部原子力営業管理部

長） 

 片岡 寛 

▽ パワーシステム事業部営業

管理第二部長 

 （火力・水力事業部プロジェクト・

営業監理部長） 

 田中 俊彦 

▽ パワーシステム事業部原子

力営業第一部長 

 （原子力事業部原子力企画室原子力

企画第二担当グループ長） 

 藤森 恵輔 

▽ パワーシステム事業部原子

力営業第二部長 

 （原子力事業部原子力営業第二部

長） 

 丹羽 真久 

▽ パワーシステム事業部新技

術営業部長 

 （原子力事業部原子力営業第三部

長） 

 堂園 義一 



▽ パワーシステム事業部火力

営業部長 

 （火力・水力事業部国内火力営業第

一部長） 

 吉川 保志 

▽ パワーシステム事業部海外

営業第一部長 

 （火力・水力事業部マーケティング

＆事業開発部長） 

 鈴木 健介 

▽ パワーシステム事業部海外

営業第二部長 

 （火力・水力事業部海外火力プラン

ト営業第二部長） 

 山田 剛 

▽ パワーシステム事業部海外

営業第三部長 兼 東芝ベ

ネズエラ社社長  

 （火力・水力事業部海外サービス営

業部長 兼 東芝ベネズエラ社社

長） 

 高橋 潔 

▽ パワーシステム事業部火力

情報制御技術部長 

 （火力・水力事業部火力情報制御技

術部参事） 

 西山 英伸 

▽ パワーシステム事業部火力

統括技術部長 

 （京浜事業所タービン機器部長）  山家 信雄 

▽ 京浜事業所副所長  （同事業所モノづくり・エンジニア

リングセンター長） 

 川端 太郎 

▽ 京浜事業所モノづくり・エ

ンジニアリングセンター長 

 （同事業所参事）  坪井 竜介 

▽ 京浜事業所設計第一部長  （同事業所原動機部制御製造技術担

当グループ長） 

 遠藤 壽彦 

▽ 京浜事業所設計第二部長  （同事業所水力機器部長）  久保 徹 

▽ 京浜事業所設計第三部長  （同事業所原子力機器装置部長）  奥田 健 

▽ 京浜事業所製造技術部長  （同事業所発電機部発電機生産管理

担当グループ長） 

 阿部 省三 

▽ 京浜事業所生産管理部長  （同事業所モノづくり・エンジニア

リングセンター参事） 

 茶本 雄一 

▽ 京浜事業所資材部長  （東芝燃料電池システム株式会社）  菊池 睦子 

▽ 京浜事業所機器製造部長  （同事業所同部機械第二課長）  濱野 澄人 

▽ 京浜事業所組立・フィール

ドエンジニアリング部長 

 （同事業所フィールドサービス部

長） 

 岸部 高士 

▽ グリッド・アグリゲーショ

ン事業部グリッド・アグリ

ゲーション企画第一部長 

 （電力流通システム事業部電力流通

企画部長） 

 河原 慈大 

▽ グリッド・アグリゲーショ

ン事業部電力流通営業管理

部長 

 （企画部参事）  笹木 徹 

▽ グリッド・アグリゲーショ  （電力系統システム統括部変電・系  白田 義博 



ン事業部フィールド・建設

技術部長 

統ソリューション・保護制御戦略

担当グループ長） 

▽ グリッド・アグリゲーショ

ン事業部グリッド・アグリ

ゲーション企画第二部長 

 （エネルギーアグリゲーション統括

部エネルギーアグリゲーション企

画部長） 

 西村 浩司 

▽ グリッド・アグリゲーショ

ン事業部風力発電技術部長 

 （エネルギーアグリゲーション統括

部再生可能エネルギー技術部参

事） 

 新井本 武士 

▽ 浜川崎工場資材部長  （京浜事業所資材部参事）  今井 賢治 

▽ 府中工場長  （電力流通システム事業部スマート

メーターシステム推進部長） 

 服部 邦彦 

▽ 府中工場技術品質管理部長  （府中工場原子力計装制御システム

部長） 

 丹葉 俊和 

▽ 府中工場資材部長  （浜川崎工場資材部長）  西本 雅弘 

▽ 府中工場原子力システム制

御部長 

 （同工場原子力プロセス監視制御シ

ステム部長） 

 滝沢 治 

▽ 府中工場電力システム制御

部長 

 （火力・水力事業部火力情報制御技

術部長） 

 由上 秀樹 

▽ 府中工場電力制御装置製造

部長 

 （東芝インフラシステムズ株式会

社） 

 中西 寿 

▽ 水素エネルギー事業統括部

品質保証部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  佐薙 徳寿 

▽ 水素エネルギー事業統括部

フィールド・メンテナンス

部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  宮原 秀夫 

▽ 磯子燃料電池センター長  （東芝燃料電池システム株式会社）  山崎 英昭 

▽ 磯子燃料電池センター燃料

電池技術管理部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  知沢 洋 

▽ 磯子燃料電池センター燃料

電池製造部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  鈴木 孝志 

▽ 磯子燃料電池センター燃料

電池システム設計部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  小川 雅弘 

▽ 磯子燃料電池センター燃料

電池設計部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  霜鳥 宗一郎 

▽ 磯子燃料電池センター燃料

電池生産・調達部長 

 （東芝燃料電池システム株式会社）  大橋 哲雄 



▽ エネルギーシステム技術開

発センター原子力システム

開発部長 

 （同センター構造材料・高機能材料

開発部長） 

 春口 佳子 

▽ エネルギーシステム技術開

発センター量子システム開

発部長 

 （同センタープラントサービス・応

用技術開発部長） 

 戸坂 泰造 

▽ エネルギーシステム技術開

発センター火力・水力機器

開発部長 

 （同センター回転機器開発部回転機

器振動潤滑技術主幹） 

 平野 俊夫 

▽ エネルギーシステム技術開

発センター機械技術開発部

長 

 （同センター原子炉システム・量子

応用技術開発部長） 

 渡邉 勝信 

▽ エネルギーシステム技術開

発センター材料技術開発部

長 

 （同センター構造材料・高機能材料

開発部材料強度・解析技術開発主

幹） 

 中谷 祐二郎 

▽ エネルギーシステム技術開

発センター化学技術開発部

長 

 （同センター参事）  斎藤 聡 

▽ トス・エナジー・マレーシ

ア社社長 

 （火力・水力事業部海外サービス営

業部海外サービス第二担当グルー

プ長） 

 平田 敬 

以上 

 

本資料に関するお問合せ先：  

渉外・広報部コミュニケーション担当 高瀬、加来  ＴＥＬ ０４４（３３１）７２００ 

 


