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平成 26 年 3 月 19 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        取締役     羽根木 武 

(TEL 0270-32-1105) 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 
 
 平成 26 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（平成 26 年 4 月 1 日付） 
（１）目 的 

事業計画を確実に実行するため事業部に組織改編し，より一層「成長」を目指す体制をと

る。 
 
（２）変更の内容 

(ア) 事業部は，①気象・管制事業部，②防災事業部，③宇宙防衛事業部，の３事業部とする。 
(イ) 共通するお客さま対応・現地工事・原価管理などの効果的な運用と，事業部間シナジー

でより大きな成長を目指すために「気象防災事業本部」を置き，気象・管制事業部と防

災事業部を統括する。 
(ウ) 事業部には管理と営業，設計，試験評価および調整の機能を含み，事業を一体化して効

率的に運営する。 
(エ) 営業本部を廃止し、全社の営業活動を統括して管理・支援する営業統括部を置く。支店

は営業統括部傘下とする。 
 
（３）変更後の組織図 

別紙「明星電気株式会社組織図（平成 26 年 4 月 1 日付）」のとおり 
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２．人事異動（平成 26 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 

常務執行役員 

気象防災事業本部 副本部長 樋泉 洋一 株式会社ＩＨＩ 理事 

情報システム部長 
執行役員 経営企画室長 
兼 営業統括部長 

兼 防災事業部 副事業部長 
水品 誠一郎 執行役員 経営企画室長  

兼 営業本部 副本部長 

理事 宇宙防衛事業部長 谷本 和夫 技術本部 副本部長 
兼 技術本部 宇宙・防衛統括 

理事 気象防災事業本部 

防災事業部長 木村 隆之 
株式会社ＩＨＩ 航空宇宙事業本部 
防衛システム事業部 営業部 
営業グループ 担当部長 

理事 品質保証本部長 小菅 文雄 品質保証本部長 

生産本部長 高久 俊則 生産本部 生産管理部長 

技術本部長 

兼 技術管理グループ長 長谷川 和雄 技術本部 技師長 

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 

中里 清行 営業本部 副本部長 
兼 気象･防災･制御グループ長 

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 
岩森  忠 技術本部 副本部長 

兼 技術本部 気象・防災統括 

宇宙防衛事業部 副事業部長 

兼 宇宙防衛事業部 技術部長 

兼 ロケット・防衛グループ長 
天谷  透 技術本部 ロケット・防衛グループ長 

財務部 次長 

兼 内部監査室 主幹 本井 研資 株式会社ＩＨＩ 航空宇宙事業本部 

管理部 管理グループ 担当部長 
情報システム部長 

兼 内部監査室 主幹 
山中 英之 情報システム部 主査 

兼 内部監査室 主査 
営業統括部 次長 

兼 内部監査室 主幹 大徳 和司 営業本部 販売サポートグループ長 

兼 内部監査室 主幹 

営業統括部 販売サポートグループ長 脇坂 美香 営業本部 販売サポートグループ 

主査 
営業統括部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

兼 気象防災事業本部 

気象・管制事業部 営業部 主幹 
金子 直紀 営業本部 グローバル戦略グループ長 

営業統括部 東北支店長 神野 祐一 営業本部 宇宙・防衛グループ 主査 

サービスセンター長 齋藤 正博 営業本部 副本部長 
兼 エリア戦略グループ長 
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新役職名 氏   名 旧役職名 

サービスセンター 副センター長 

兼 内部監査室 主幹 千野 正憲 
サービスセンター長 
兼 つくば事務所長 
兼 内部監査室 主幹 

気象防災事業本部 管理グループ長 

兼 内部監査室 主幹 笠原 啓一 生産本部長 

気象防災事業本部 工事グループ長 

兼 防災事業部 技術部 主幹 沖山 雅宣 品質保証本部 検査部長 

気象防災事業本部  

気象・管制事業部 営業部 次長 小楠 哲也 
技術本部 基盤設計グループ長 
兼 技術管理グループ長 
兼 内部監査室 主幹 

気象防災事業本部  

気象・管制事業部 技術部長 

兼 高層気象グループ長 
森田 敏明 

技術本部 気象グループ長 
兼 営業本部 グローバル戦略グルー

プ 主幹 
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 呉  宏堯 技術本部 研究開発グループ 主幹 

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 上田 広実 技術本部 制御グループ 主幹 

気象防災事業本部  

防災事業部 営業部長 山田 秀樹 
営業本部 

気象・防災・制御グループ 主幹 

兼 グローバル戦略グループ 主幹 

気象防災事業本部 防災事業部 

技術部 防災グループ長 町田 匡史 
技術本部 防災グループ長 
兼 営業本部 グローバル戦略グルー

プ 主幹 

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 細川 彰男 
技術本部 制御グループ長 
兼 営業本部 エリア戦略グループ 

主幹 

宇宙防衛事業部 営業部長 其町 晃季 営業本部 宇宙・防衛グループ 主幹 

宇宙防衛事業部 技術部 

宇宙利用グループ長 寺門 安夫 技術本部 宇宙利用グループ 主幹 

技術本部 基盤設計グループ長 大池 八十美 技術本部 基盤設計グループ 主幹 

生産本部 生産管理部長 根岸 克好 生産本部 資材部長 

生産本部 資材部長 西川 康成 営業本部 エリア戦略グループ 主幹 

兼 サービスセンター 主幹 

生産本部 生産技術部長 島田  衛 生産本部 生産技術グループ長 

品質保証本部 検査部長 福島 弘和 品質保証本部 検査部 
防災グループ長 
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別紙 
明星電気株式会社組織図（平成 26 年 4 月 1 日付） 
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以上 


