2021年3月1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、2021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：2021年4月1日）
「内部監査室」を「内部監査部」に改称し、「第１監査室」、「第２監査室」を新設
「経営企画本部」に「グローバル戦略部」、「事業企画部」、「技術企画部」を新設し、「新事業企画部」、「企画推進部」を「事業企画部」「技術企画部」に統合

▼機構改革［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2021年4月1日）
［本部］
「企画部」の「事業戦略部」を廃止
「技術統括部」の「国内安全管理部」を「国内安全・労務管理部」に改称
「グリーン機器事業所」を新設し、「品質保証部」を設置
「新産業統括部」の「新産業営業部」、「新産業技術部」を「営業部」、「技術部」に改称し、「植物工場推進部」と共に「グリーン機器事業所」に移管後、「新産業統括部」
とその下の「技術営業部」を廃止
「技術開発センター」に「先進技術開発部」を新設
「教育・CADセンター」の「教育・CAD推進室」を廃止
「特定プロジェクト部」に「営業推進部」を新設
「株式会社ベジ・ファクトリー」を新設
［東京支社］
「統括営業部」に「リニューアル営業部」を新設
「安全部」を「安全・労務部」に改称
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記
▼機構改革［本社・本部］
（発令日：2021年4月1日）
［大阪支社］
「統括技術部」の「技術４部」を廃止
「安全部」を「安全・労務部」に改称
［国際支店］
「国際支店」および「技術部」他配下組織を廃止

▼機構改革［塗装ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2021年4月1日）
［本部］
「設計開発統括部」を「開発統括部」に改称し、配下の「設計管理部」を「技術統括部」に移管、「技術企画部」を「開発企画部」に改称、さらに「プロセス開発部」と「オー
トメーション開発部」を統合し、「技術開発部」を新設

▼執行役員人事異動
（発令日：2021年4月1日）
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▽専務執行役員 経営企画本部長 兼 グローバル戦略部
(常務執行役員 管理本部長)
長
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取締役 専務執行役員

中島 靖

取締役 兼 CSR担当

中川 正徳

▽専務執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部長

(常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報システム部長)

▽兼 海外統括部長

(兼 技術統括部長)

取締役 常務執行役員 塗装ｼｽﾃﾑ事業部 副事
業部長

村川 純一

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長

(塗装ｼｽﾃﾑ事業部 設計開発統括部長)

執行役員

井上 正

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 株式会社ベジ・ファクトリー社長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 兼 海外営業統括部 副統括部長)

執行役員 兼 ｸﾞﾘｰﾝ機器事業所 植物工場推進
部長

三上 茂

執行役員 兼 海外技術統括部長

菊地 基雄

▽環境ｼｽﾃﾑ事業部 副事業部長（技術担当）

長田 雅士

▽塗装ｼｽﾃﾑ事業部 開発統括部長

(塗装ｼｽﾃﾑ事業部 ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ事業所長)

執行役員

石﨑 浩一

▽経営企画本部 副本部長 兼 情報システム部長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長)

執行役員

今井 英策

▽内部監査部長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部長 兼 新産業統括部長)

執行役員

竹下 誠司

▽執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部 営業統括部長

吉田 省吾

▽執行役員
▽執行役員 環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部長

環境ｼｽﾃﾑ事業部 東北支店長
(環境ｼｽﾃﾑ事業部 大阪支社 統括技術部長)

▽執行役員

入交 護
祖父江 正

塗装ｼｽﾃﾑ事業部 Taikisha Engineering India
Pvt.Ltd.社長

小野沢 裕

理事

山根 篤

▼理事人事異動
（発令日：2021年4月1日）
▽内部監査部 第１監査室長
▽経営企画本部 技術企画部長

(環境ｼｽﾃﾑ事業部 企画部長)

理事

鈴木 康浩

▽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

谷口 雅英

▽理事 経営企画本部 事業企画部長

(経営企画本部 企画推進部長)

▽理事

(兼 新産業統括部 新産業技術部長)

▽理事
▽理事 環境ｼｽﾃﾑ事業部 教育・CADｾﾝﾀｰ長

三堀 顕弘
環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部 設計部長

荒木 誠一

環境ｼｽﾃﾑ事業部 特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長

鎌田 伸二

(教育・CADｾﾝﾀｰ 教育・CAD推進室長)

舟橋 靖

▽理事 環境ｼｽﾃﾑ事業部 海外技術統括部 副統括部長 (兼 国際支店 技術部長)

兼 海外購買管理部長

寺嶋 宣夫

▽理事 環境ｼｽﾃﾑ事業部 技術統括部 副統括部長

兼 国内技術部長

八重樫 俊至

▼一般人事異動［本社・本部］
（発令日：2021年4月1日）
▽内部監査部 第２監査室長

笠置 健一

▽コンプライアンス部 営業業務監査室長

杉野 浩之

▼一般人事異動［環境ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2021年4月1日）
▽企画部長
▽技術統括部 国内安全・労務管理部長

田中 正博
(東京支社 統括技術部 技術2部長)

▽技術統括部 原価・積算管理部 積算センター長 兼 東
(東京支社 施工品質管理部長)
京支社 統括技術部 原価・積算管理部長
▽海外営業統括部 営業推進部長 兼 特定プロジェクト部
(大阪支社 統括営業部 営業２部長)
営業推進部長

湯川 孝明
松田 則緒
榎本 英貴

▽海外技術統括部 海外施工品質管理部長
▽グリーン機器事業所長 兼 技術部長

加藤 誉
(企画部副部長 兼 企画部 事業戦略部長)

久保田 康三

▽グリーン機器事業所 品質保証部長

東田 光一

▽技術開発センター 先進技術開発部長

(技術開発センター 副ｾﾝﾀｰ長)

舟里 忠益

▽東北支店 営業部長

(中部支店 営業部長)

北谷 和敏

▽東京支社 統括営業部 営業２部長

(東北支店 営業部長)

筒木 敏弘

▽東京支社 統括営業部 リニューアル営業部長

(東京支社 統括技術部 設計部長)

竹内 拓

▽東京支社 統括技術部 技術１部長

谷川 慎一

▽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)

竹村 光司

▽東京支社 統括技術部 技術３部長

(東京支社 統括技術部 技術４部長)

中村 明寿

▽東京支社 統括技術部 技術４部長

加藤 圭

▽東京支社 統括技術部 設計部長

谷 博之

▽東京支社 施工品質管理部長

(東京支社 統括技術部 技術１部長)

上西 秀彦

▽東京支社 関東支店 営業部長

(東京支社 統括営業部 営業２部長)

白井 智顕

▽中部支店 営業部長

中前 成人

▽大阪支社 統括営業部 営業２部長

(東京支社 関東支店 営業部長)

野村 康夫

▽大阪支社 統括技術部長

(大阪支社 統括技術部 技術４部長)

前田 行輝

▽九州支店長

(五洲大气社工程有限公司 上海分公司 総経理)

余頃 弘一

▽Taikisha (Singapore) Pte. Ltd. 社長

(海外営業統括部 営業推進部長 兼 国際支店長)

江碕 啓一郎

▽Taikisha (Cambodia) Co., Ltd. 社長

Taikisha Lao Co., Ltd. 社長

中山 康

▽Taikisha Myanmar Co., Ltd. 社長

(海外技術統括部 海外施工品質管理部長)

野口 泰志

▽五洲大気社工程有限公司 上海分公司 総経理

張 正

▼一般人事異動［塗装ｼｽﾃﾑ事業部］
（発令日：2021年4月1日）
▽技術統括部 原価管理部長

寺井 健輔

▽開発統括部 技術開発部長

中山 玄二

▽オートメーション事業所長

(オートメーション事業所 副事業所長)

金澤 五海

▽TKS Industrial Company 副社長
▽兼 東南ｱｼﾞｱｴﾘｱ P.T. Taikisha Manufacturing
Indonesia 社長

茅野 和博
東南ｱｼﾞｱｴﾘｱ P.T.Taikisha Indonesia
Engineering 副社長

澤田 宗昭

