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2016年 3月 24日 

各  位 

                                             会 社 名  明 星 電 気 株 式 会 社              

                                             代 表 者 名        代表取締役社長 石井  潔 

                                             コード番号  6709（東証第二部） 

                                             問 合 せ 先        総務人事部長  坂巻 伸幸 

(TEL 0270-32-1111) 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 2016年 4月 1日をもって、下記のとおり組織変更および人事異動を実施いたしますので 

お知らせいたします。 

記 

 

１．組織変更（2016年 4月 1日付） 

 

（１）目 的 

宇宙防衛事業の遂行体制強化等のため，一部組織を変更する。 

 

（２）変更の内容 

 

（ア）宇宙防衛事業部に「企画管理グループ」を新設し，ＱＣＤ管理体制を強化するとともに，

宇宙防衛関連の新事業等の企画を推進する。 

 

（イ）宇宙防衛事業部 技術部 宇宙利用グループとロケット・防衛グループを廃止し，機能

別組織である「プロジェクトグループ」「技術グループ」を新設する。 

 

（３）変更後の組織図 

別紙「明星電気株式会社組織図（2016年 4月 1日付）」のとおり 
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２．人事異動（2016年 4月 1日付）   

（組織名称変更による新役職名を含む） 

新役職名 氏   名 旧役職名 

取締役 兼 執行役員 財務部長 羽根木 武 取締役 

理事 営業統括部長 

兼 気象防災事業本部 

  気象・管制事業部 副事業部長 

兼 東京事業所長 

林 琢身 理事 営業統括部長 

技術本部長 

兼 技術本部 技術管理グループ長 
長谷川 和雄 

技術本部長 

兼 技術本部 技術管理グループ長 

兼 宇宙防衛事業部 副事業部長 

営業統括部 九州支店長 

兼 営業統括部 沖縄出張所長 
中里 清行 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

副事業部長 

兼 気象・管制事業部 営業部長 

兼 営業統括部 主幹 

兼 生産本部 セキュリティ 

プロジェクトグループ 主幹 

サービスセンター長 岩森 忠 

気象防災事業本部 防災事業部 

副事業部長 

兼 防災事業部 技術部長 

宇宙防衛事業部 副事業部長 

兼 宇宙防衛事業部 

  企画管理グループ長 

柴田 裕見子 宇宙防衛事業部 副事業部長 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

副事業部長 

兼 気象・管制事業部 営業部長 

兼 生産本部 セキュリティ 

プロジェクトグループ 主幹 

大徳 和司 営業統括部 次長 

気象防災事業本部 防災事業部 

副事業部長 
齋藤 正博 サービスセンター長 

宇宙防衛事業部 副事業部長 

兼 宇宙防衛事業部 技術部長 
寺門 安夫 

宇宙防衛事業部 技術部長 

兼 宇宙防衛事業部 技術部 

宇宙利用グループ長 

兼 宇宙防衛事業部 技術部 

 小型衛星システムグループ長 

内部監査室長 加藤岡 浩明 総務人事部 主幹 

生産本部 資材部長 蜂須 英之 総務人事部 主幹 

営業統括部 次長 

兼 営業統括部 関東支店長 

兼 総務人事部 主幹 

隈本 一秋 
営業統括部 九州支店長 

兼 営業統括部 沖縄出張所長 
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営業統括部 中四国支店長代理 高橋 俊仁 

気象防災事業本部 防災事業部 

営業部 主幹 

兼 営業統括部 関東支店長 

生産本部 生産技術部長 福島 弘和 
気象防災事業本部 

試験・検査グループ長 

気象防災事業本部 

試験・検査グループ長 
細川 彰男 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部 水管理・制御グループ長 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部長 
呉 宏堯 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部 地上気象グループ長 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部 地上気象グループ長 
山口 守 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部 地上気象グループ 主査 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部 航空管制グループ長 
磯 圭一郎 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部 航空管制グループ 主査 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部長 
森田 敏明 

気象防災事業本部 気象・管制事業部 

技術部長 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部 防災グループ長 
関谷 典之 株式会社ＩＨＩ 出向 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部 水管理・制御グループ長 
村山 直俊 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部 水管理・制御グループ 主幹 

宇宙防衛事業部 技術部 

プロジェクトグループ長 
進藤 俊彦 

宇宙防衛事業部 技術部 

ロケット・防衛グループ長 

宇宙防衛事業部 技術部 

技術グループ長 
高橋 宏 

宇宙防衛事業部 技術部 

宇宙利用グループ 主査 

宇宙防衛事業部 技術部 

小型衛星システムグループ長 
萱場 英毅 

宇宙防衛事業部 技術部 

小型衛星システムグループ 主査 

 

以上 
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別紙          明星電気株式会社組織図（2016年 4月 1日付）  

生産本部

技術グループ

品質保証部

生産管理部

生産技術部

資材部

セキュリティープロジェクトグループ

製造部

技術部

サービスセンター

技術管理グループ

基盤設計グループ

技術本部

小型衛星システムグループ

営業部

宇宙防衛事業部

試験・検査グループ

企画管理グループ

プロジェクトグループ

水管理・制御グループ

企画管理グループ

グローバル営業グループ

営業部

営業部

防災グループ

技術部 地上気象グループ

高層気象グループ

航空管制グループ

技術部

沖縄出張所

東北支店

総務人事部

財務部

情報システム部

販売サポートグループ

北海道支店

関東支店

関西支店 中部営業所

中四国支店

取締役会 監査役会

代表取締役社長

経営企画室

内部監査室

気象・管制事業部

防災事業部

営業統括部

試験・検査グループ

ＰＯＴＥＫＡオペレーションセンター

気象防災事業本部

九州支店

 


