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２０２１年４月１日付主な人事異動について 

 

 

２０２１年４月１日付主な人事異動 

 

（発令） （現職） （氏名） 

▽ 送変電ソリューション技師長  （電力ソリューション技師長）  小坂田 昌幸 

▽ 炭素利活用技師長  （エネルギーシステム技術開発

センター化学技術開発部シニ

アマネジャー） 

 斎藤 聡 

▽ 水素エネルギー技師長  （水素・燃料電池技師長）  佐藤 純一 

▽ 量子システム技師長  （新技術応用技師長）  萩原 剛 

▽ 発電プラント技師長  （火力・水力機器技師長）  川端 太郎 

▽ 京浜製品技術・品質技師長  （京浜事業所設計第三部シニア

マネジャー） 

 奥田 健 

▽ 総務部京浜総務部シニアマネジ

ャー 

 （東芝デジタルソリューション

ズ株式会社） 

 林 修弘 

▽ 技術企画部ゼネラルマネジャー  （技術・生産企画部ゼネラルマ

ネジャー） 

 鳥飼 高行 

▽ 品質・生産企画部ゼネラルマネ

ジャー 

 （火力・水力プラント技師長）  保坂 一志 

▽ パワーシステム事業部マーケテ

ィングエグゼクティブ 

 （九州支社九州・電力部エキス

パート） 

 横山 英樹 

▽ パワーシステム事業部新技術ビ

ジネスユニットマネジャー 

 （京浜製品技術・品質技師長）  村田 大輔 

▽ パワーシステム事業部パワーシ

ステム生産統括部シニアマネジ

ャー 

 （京浜事業所モノづくり・エン

ジニアリングセンターシニア

マネジャー） 

 坪井 竜介 

▽ パワーシステム事業部新規事業

開発部シニアマネジャー 

 （海外営業統括部海外営業戦略

部シニアマネジャー） 

 鈴木 健介 

▽ パワーシステム事業部パワーシ

ステム・プロジェクト部シニア

マネジャー 

 （同部フェロー）  有馬 由紀 

▽ パワーシステム事業部国内火力

システム技術部シニアマネジャ

ー 

 （京浜事業所設計第一部シニア

マネジャー） 

 遠藤 壽彦 



▽ パワーシステム事業部ヒートサ

イクル計画・技術部シニアマネ

ジャー 

 （同事業部パワーシステム技

術・開発部シニアマネジャー） 

 熊谷 賢治 

▽ 京浜事業所設計第一部シニアマ

ネジャー 

 （パワーシステム事業部国内火

力システム技術部シニアマネ

ジャー） 

 吉田 耕平 

▽ 京浜事業所設計第三部シニアマ

ネジャー 

 （同事業所製造技術部原子力機

器製造技術グループエキスパ

ート） 

 日高 幸昭 

▽ 京浜事業所機器製造部シニアマ

ネジャー 

 （同事業所モノづくり・エンジ

ニアリングセンター溶接技術

グループマネジャー） 

 上村 健司 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部ＥＡ運用ビジネスユニット

マネジャー 

 （同事業部再生可能エネルギー

サービス部シニアマネジャ

ー） 

 中谷 哲也 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部グリッドサービス事業推進

部シニアマネジャー 

 （同事業部蓄電・エネルギーマ

ネジメント技術部シニアマネ

ジャー） 

 加瀬 高弘 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部スマートメーター通信シス

テム技術部シニアマネジャー 

 （同事業部アセットマネジメン

ト技術部シニアマネジャー） 

 大佐古 佳明 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部風力発電営業部シニアマネ

ジャー 

 （同事業部再生可能エネルギー

営業部シニアマネジャー ） 

 冬室 裕司 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部再生可能エネルギー営業部

シニアマネジャー 

 （同事業部配電エネルギーソリ

ューション営業部シニアマネ

ジャー） 

 川野 寛正 

▽ グリッド・アグリゲーション事

業部再生可能エネルギーサービ

ス部シニアマネジャー 

 （北陸支社北陸・電力部シニア

マネジャー） 

 若汐 乾 

▽ 水素エネルギー事業統括部マー

ケティングエグゼクティブ 

 （グリッド・アグリゲーション

事業部ＥＡ運用ビジネスユニ

ットマネジャー） 

 筒井 雅土 

▽ 水素エネルギー事業統括部事業

開発部シニアマネジャー 

 （同事業統括部事業開発部事業

開発第二グループマネジャ

ー） 

 辻 正洋 

▽ 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シ

ニアマネジャー 

 （同センター機械技術開発部シ

ニアマネジャー） 

 渡邉 勝信 



▽ エネルギーシステム技術開発セ

ンター機械技術開発部シニアマ

ネジャー 

 （同部振動技術グループマネジ

ャー） 

 谷山 賀浩 

▽ エネルギーシステム技術開発セ

ンター化学技術開発部シニアマ

ネジャー 

 （同センター原子力システム開

発部シニアマネジャー） 

 春口 佳子 

▽ 海外営業統括部海外営業戦略部

シニアマネジャー 

 （超臨界ＣＯ２タービン事業推

進室ゼネラルマネジャー） 

 加納 健二 

▽ 海外営業統括部海外営業第二部

シニアマネジャー 

 （同統括部エキスパート）  正田 英輔 

▽ ＤＸ統括部戦略企画部シニアマ

ネジャー 

 （同統括部事業開発部シニアマ

ネジャー） 

 磯 景之 

▽ ＤＸ統括部新規事業開発部シニ

アマネジャー 

 （同統括部グリッドＤＸ推進部

シニアマネジャー） 

 

 辻 尚志 

▽ ＤＸ統括部デジタルサービスオ

ペレーションセンターシニアマ

ネジャー 

 （同統括部プラントＤＸ推進部

シニアマネジャー） 

 杉森 洋一 

▽ 関西支社ゼネラルマネジャー  （東芝インフラシステムズ株式

会社） 

 新井 貴晶 

▽ 中国支社中国・電力部シニアマ

ネジャー 

 （パワーシステム事業部原子力

営業第一部原子燃料サイクル

グループマネジャー） 

 原口 慶一郎 

▽ 北陸支社北陸・電力部シニアマ

ネジャー 

 （東北支社東北・電力部火力・

水力グループマネジャー） 

 菊池 昭宏 

▽ 東北支社ゼネラルマネジャー  （パワーシステム事業部マーケ

ティングエグゼクティブ） 

 吉川 保志 

▽ 東北支社東北・電力部シニアマ

ネジャー 

 （パワーシステム事業部原子力

営業第二部軽水炉グループマ

ネジャー） 

 野代谷 学 

    

以上 

本資料に関するお問合せ先：  

渉外・広報部 美野、加来  ＴＥＬ ０４４－３３１－７２００ 

 


