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報道関係各位 

東芝インフラシステムズ株式会社 

 

 

２０２０年４月１日付主な人事異動について 

 

 

２０２０年４月１日付主な人事異動 

 

（発令） （現職） （氏名） 

▽技師長 兼 産業システム事業部ビ

ジネスユニットマネジャー兼務 

（技師長） 岡庭 文彦 

▽技師長 兼 産業システム事業部ビ

ジネスユニットマネジャー並びにｅド

ライブシステム事業推進センターゼネ

ラルマネジャー並びに同ｅドライブシ

ステム企画部シニアマネジャー 

（技師長 兼 ｅドライブシステム事業

推進センター長） 

伊藤 渉 

▽技師長 （小向事業所生産部長） 古谷 敏昭 

▽技師長 兼 社会システム事業部安

全フィールド統括責任者 

（技師長） 後藤 秀範 

▽技師長 兼 産業システム事業部ビ

ジネスユニットマネジャー 

（府中事業所スイッチギヤ部長） 松尾 和宏 

▽技師長、府中事業所駐在 （府中事業所長附） 藤井 明大 

▽交通システム統括部ゼネラルマネジ

ャー 

（鉄道システム事業部長） 白石 茂智 

▽品質企画部ゼネラルマネジャー （府中事業所放送・ネットワークシステ

ム部長） 

山本 敬治 

▽技術企画部技術企画担当シニアマネ

ジャー 

（小向事業所技術管理部参事） 中塩 健一 

▽情報システム部ゼネラルマネジャー 

兼 同部情報システム推進担当シニア

マネジャー 

（同部情報システム推進担当グループ

長） 

増田 聡 

▽調達部川崎調達部シニアマネジャー （同部調達担当グループ長） 稲葉 浩 

▽調達部小向調達部シニアマネジャー （同部企画担当グループ長） 宮崎 智 

▽総合営業部総合営業第三部シニアマ

ネジャー 

（中部支社中部総合営業部長） 印出 順彦 

▽社会システム事業部マーケティング

エグゼクティブ 

（同事業部水・環境ソリューション営業

部長） 

大橋 弘樹 



▽社会システム事業部ビジネスユニッ

トマネジャー 兼 同水・環境システ

ム第一部シニアマネジャー 

（同事業部水・環境ソリューション営業

部参事） 

東口 真也 

▽社会システム事業部ビジネスユニッ

トマネジャー 

（同事業部参事） 大岩 愼治 

▽社会システム事業部ビジネスユニッ

トマネジャー 

（同事業部新規ソリューション開発推進

部長） 

藤田 佳宏 

▽社会システム事業部水・環境システ

ム第二部シニアマネジャー 

（同事業部関東水・環境システム営業第

二部長） 

竹内 巌 

▽社会システム事業部関東水・環境シ

ステム営業部シニアマネジャー 

（同事業部関東水・環境システム営業第

一部長） 

大浦 公仁 

▽社会システム事業部道路ソリューシ

ョン技術第一部シニアマネジャー 

（同事業部道路ソリューション技術部

長） 

沖 良晃 

▽社会システム事業部道路ソリューシ

ョン技術第二部シニアマネジャー 

（同事業部道路ソリューション技術部技

術第三担当グループ長） 

川見 篤史 

▽社会システム事業部関西・四国社会

システム技術部シニアマネジャー 

（同事業部西日本制御システム技術部

長） 

山本 浩嗣 

▽社会システム事業部中部制御システ

ム技術部シニアマネジャー 

（同事業部水・環境プロセス技術部参事） 佐藤 岳史 

▽社会システム事業部西日本制御シス

テム技術部シニアマネジャー 

（同部参事） 山田 毅 

▽電波システム事業部電波システム企

画部ゼネラルマネジャー 兼 同営業

コンプライアンス推進室シニアマネジ

ャー 

（同事業部電波システム企画部長） 山田 哲 

▽電波システム事業部防衛営業第一部

シニアマネジャー 

（東芝電波プロダクツ（株）） 谷口 公英 

▽電波システム事業部防衛営業第ニ部

シニアマネジャー 

（同事業部電波システム企画部管理担当

グループ長） 

大亀 祐介 

▽電波システム事業部防衛営業第三部

シニアマネジャー 

（同部航空第三担当グループ長 藤橋 豊 

▽電波システム事業部電波機器海外営

業部シニアマネジャー 

（同部特殊用途電源システム海外営業担

当グループ長） 

南 義久 

▽セキュリティ・自動化システム事業

部ビジネスユニットマネジャー 

（同事業部参事） 秋葉 俊彦 

▽セキュリティ・自動化システム事業

部ビジネスユニットマネジャー 

（同事業部参事） 谷口 雅宜 



▽セキュリティ・自動化システム事業

部企画部ゼネラルマネジャー 兼 同

営業コンプライアンス推進室シニアマ

ネジャー 

（同事業部企画部長） 後藤 道徳 

▽セキュリティ・自動化システム事業

部交通自動機器システム技術部シニア

マネジャー 

（小向事業所ＳＡ設計第二部参事） 立川 寛 

▽セキュリティ・自動化システム事業

部海外営業推進プロジェクトチームシ

ニアマネジャー 

（同事業部参事） 石橋 雄一郎 

▽セキュリティ・自動化システム事業

部ＤＥ／ＤＸ推進プロジェクトチーム

シニアマネジャー 

（小向事業所ＳＡ設計第一部長） 岩田 義正 

▽鉄道システム事業部事業戦略・業務

改革プロジェクトチームシニアマネジ

ャー 

（同事業部経営変革上席エキスパート） 大村 太郎 

▽鉄道システム事業部ＤＥ・ＤＸ事業

化推進プロジェクトチームシニアマネ

ジャー 

（同事業部長附） 坂本 義行 

▽鉄道システム事業部鉄道品質管理部

シニアマネジャー 

（同事業部鉄道システム技術・建設部長） 鶴田 慎一郎 

▽鉄道システム事業部鉄道営業第一部

シニアマネジャー 

（同事業部鉄道国内営業部長） 亀井 大和 

▽鉄道システム事業部鉄道営業第二部

シニアマネジャー 

（関西支社関西鉄道システム営業部長） 南 真哉 

▽鉄道システム事業部車両システム技

術部シニアマネジャー 

（府中事業所交通システム部長） 山田 敏明 

▽産業システム事業部産業システム企

画部ゼネラルマネジャー 

（東芝産業機器システム（株）） 臼田 健 

▽産業システム事業部産業システムＤ

Ｅ・ＤＸプロジェクトチームゼネラル

マネジャー 

（同事業部産業システム営業センター

長） 

柳 正人 

▽関西支社ゼネラルマネジャー （社会システム事業部参事） 江尻 昌弘 

▽関西支社関西鉄道システム営業部シ

ニアマネジャー 

（鉄道システム事業部鉄道国内営業部公

民鉄担当グループ長） 

岩崎 毅 

▽中部支社中部総合営業部シニアマネ

ジャー 

（総合営業部総合営業第二部長） 阿部 琢也 



▽中部支社中部インフラシステムソリ

ューション営業部シニアマネジャー 

（同部参事） 横田 昭 

▽中国支社中国インフラシステムソリ

ューション営業部シニアマネジャー 

（中部支社中部インフラシステムソリュ

ーション営業部参事） 

富田 佳則 

▽北陸支社シニアマネジャー （(株)東芝） 丹羽 賢士 

▽北海道支社北海道インフラシステム

ソリューション営業部シニアマネジャ

ー 

（同事業部放送ソリューション営業部参

事） 

山口 剛 

▽新潟支店シニアマネジャー （(株)東芝） 高橋 哲 

▽府中事業所交通システム部エキスパ

ート 兼 富士分工場シニアマネジャ

ー 

（交通システム統括部交通システム営業

部参事） 

和田 賢一 

▽府中事業所鉄道情報システム部シニ

アマネジャー 

（鉄道システム事業部車両システム技術

部国内ユーザ担当グループ長） 

佐藤 弘康 

▽府中事業所計測制御機器部シニアマ

ネジャー 

（産業システム事業部産業システム企画

部計装担当参事） 

柴田 浩司 

▽府中事業所放送・ネットワークシス

テム部シニアマネジャー 

（同部通信システム機器設計第一担当グ

ループ長） 

山本 聖仁 

▽府中事業所スイッチギヤ部シニアマ

ネジャー 

（同部参事） 市川 貴善 

▽小向事業所生産部シニアマネジャー （同事業所品質保証部長） 池田 裕則 

▽小向事業所品質保証部シニアマネジ

ャー 

（同事業所品質技術部長） 小島 秀夫 

▽小向事業所ＳＡ企画部シニアマネジ

ャー 

（同事業所ＳＡ設計第二部長） 信太 務 

▽小向事業所ＳＡ設計第一部シニアマ

ネジャー 

（同事業所ＳＡ設計第三部長） 野口 弘貴 

▽小向事業所ＳＡ設計第二部シニアマ

ネジャー 

（セキュリティ・自動化システム事業部

交通自動機器システム技術部長） 

飯塚 武史 

▽小向事業所ＳＡ設計第三部シニアマ

ネジャー 

（同部ロボティクス・物流システムソリ

ューションハードウエア設計担当グルー

プ長） 

竹井 賢史 

 

以 上 

 

本資料に関するお問合せ先： 

企画部  新庄、勝俣   ＴＥＬ ０４４（３３１）１３５９ 

 


