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機構改革および人事異動

　　4.「調達総括部」を新設し、同総括部に「調達企画管理部」、「調達部」、
　　　「船舶・海洋調達部」、「原動機調達部」、「機械・鉄構調達部」、
　　　「航空宇宙調達部」、「汎用機・特車調達部」、「冷熱調達部」、
　　　「工作機械調達室」、「環境・化学プラント調達部」および「神戸調達部」を置く。

　　1.「ものづくり革新推進部」および「グローバルＳＣＭ推進部」を再編し、
　　　「ものづくり革新推進部」および「ものづくり技術部」とする。

　　2.「ＩＴ推進部」を分割・再編し、「ＩＴ企画部」および「ＩＴ推進部」とする。

　　1.「総務部」および「法務部」を再編し、「秘書室」および「総務法務部」とする。

　　2.「経理部」を廃止する。

　　3.「経理総括部」を新設し、同総括部に「原動機・エンジニアリング経理部」、
　　　「船海・航宇経理部」および「原子力・機鉄経理部」を置く。

　　5. 関西支社「総務部」を廃止する。

　　1.「地域戦略第一部」と「地域戦略第二部」を統合し、「国際事業推進部」とする。

　　2.「国内法人営業室」を新設する。

　　3.「モスクワ事務所」、「キエフ事務所」、「イスタンブール事務所」、
　　　「ドバイ事務所」、「アブダビ事務所」、「ヨハネスブルグ事務所」、
　　　「ハノイ事務所」および「ホーチミン事務所」を新設する。
　　　（従来の「海外駐在員」を組織化）

　　1.「内部統制推進室」、「総務部」、「管理部」、「船海調達部」および
　　　「機械調達部」を廃止する。

　　2.「長崎・下関総務統括部」を新設する。

　　1.「内部統制推進室」、「総務部」、「管理部」および「調達部」を廃止する。

　　2.「近畿総務統括部」を新設する。

　　1.「総務部」および「調達部」を廃止する。

　　1.「総務部」、「管理部」および「調達部」を廃止する。
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【高砂製作所】

【名古屋航空宇宙システム製作所】

【名古屋誘導推進システム製作所】

【広島製作所】

【三原製作所】

【相模原製作所】

【名古屋冷熱製作所】

【栗東製作所】

【岩塚工場】

【横浜管理センター】

【原動機事業本部】

【原子力事業本部】

【航空宇宙事業本部】

　　3.「原子力中長期措置対策室」（臨時職制）、「軽水炉プロジェクト部」、
　　　「ＦＢＲ推進室」および「原燃サイクル推進室」を統合し、「原子力プロジェクト部」
　　　　とする。

　　4.「海外プロジェクト部」を新設する。

　　5.「ＡＰＷＲ推進室」（臨時職制）を廃止する。

　　6.「原子力製造総括部」の「半導体製造装置室」を廃止する。

　　1.「宇宙事業部」に「製造・発射整備部」を新設する。

　　1.「内部統制推進室」、「総務部」、「管理部」、「ＩＴ推進部」および
　　　「調達部」を廃止する。

　　1.「総務部」、「管理部」および「調達部」を廃止する。

　　2.「名古屋総務統括部」を新設する。

　　1.「総務部」および「調達部」を廃止する。

　　1.「総務部」および「調達部」を廃止する。

　　1.「総務部」および「調達部」を廃止する。

　　1.「高砂原動機管理部」を新設する。

　　1.「原子力営業総括部」を新設し、同総括部に「原子力部」、「原子力サービス部」、
      「原子力輸出部」および「原子力見積管理部」を置く。

　　2.「企画管理部」と「原子力グループ経営推進室」を統合し、「企画管理部」とする。

　　2.「広島総務統括部」を新設する。

　　1.「総務部」および「調達部」を廃止する。

　　1.「相模原製作所」を廃止する。（汎用機・特車事業本部に集約）

　　1.「名古屋冷熱製作所」を廃止する。（冷熱事業本部に集約）

　　1.「栗東製作所」を廃止する。（工作機械事業本部に集約）

　　1.「総務部」を廃止する。
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【汎用機・特車事業本部】

【冷熱事業本部】

人事異動 

発令日：3月31日
新　職 旧　職 氏　名

三菱原子燃料(株)に転出 九州支社長 馬場田　修一

(株)原子力発電訓練センター

に転出 四国支社長 樋口　博明

退職 原子力事業本部

〔4/1原子力事業本部顧問に就任予定〕 副事業本部長 遠山　眞

MHI原子力エンジニアリング(株) 原子力事業本部

に転出 副事業本部長 駒野　康男

兼 原子力プラント技術総括部長

三菱重工鉄構エンジニアリング(株) 機械・鉄構事業本部

に転出 事業本部長代理 郷古　恒彦

兼 三原製作所長

エム・エイチ・アイさがみ 汎用機・特車事業本部

ハイテック(株)に転出 特殊車両事業部長 大崎　安史

MHIプラントエンジニアリング(株) エンジニアリング本部

に転出 環境・化学プロジェクト総括部長 大平　宏

　　1.「冷熱システム事業部」を新設し、同事業部に「冷熱システム営業部」、
　　　「空調機技術部」、「大型冷凍機技術部」および「工作部」を置く。

　　1.「フォークリフト事業部」を廃止する。
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発令日：4月1日
新　職 旧　職 氏　名

総務部

秘書室長 主幹部員 安部　賢作

総務法務部長 総務部長 近藤　孝司

総務法務部

調査役 法務部長 西村　博司 （注1）

経理総括部長 経理部長 小口　正範

執行役員 執行役員

調達総括部長 調達企画管理部長 大久保　憲一

グローバル戦略本部

副本部長 関西支社長 遠藤　芳文 （注2）

兼 関西支社長

　

エンジニアリング本部 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda.

環境・化学プロジェクト総括部 （伯国三菱重工業有限会社） 西岡　信之 （注3）

環境・化学プロジェクト管理部 に転出〔社長〕

主幹プロジェクト統括

グローバル戦略本部

南米総代表 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda.

兼 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda. （伯国三菱重工業有限会社） 相原　良彦

　 （伯国三菱重工業有限会社） に転出

　 に転出〔社長〕
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新　職 旧　職 氏　名

グローバル戦略本部 三菱重工業（中国）有限公司

中国総代表 に転出〔社長〕 碓田　聖史

兼 三菱重工業（中国）有限公司

　  に転出〔社長〕

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部

インド総代表 地域戦略第一部長 渡辺　純一

執行役員 執行役員

グローバル戦略本部 グローバル戦略本部 堀口　幸範

アジア・パシフィック総代表 アジア・パシフィック総代表室長

兼 アジア・パシフィック総代表室長

九州支社長 九州支社

副支社長 楠本　勝

四国支社長 原子力事業本部

原子力輸出部 小田　英二

主幹部員

船舶・海洋事業本部 船舶・海洋事業本部

船海技術総括部長 船海技術総括部副総括部長

兼 エンジニアリング本部 兼 エンジニアリング本部 上田　直樹

　　エネルギー・環境事業戦略室 　　エネルギー・環境事業戦略室

　　主幹技師 　　主幹技師

原動機事業本部 原動機事業本部

舶用機械・エンジン事業部 舶用機械・エンジン事業部長 為久　博文 （注4）

調査役

原子力事業本部 Mitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc.

副事業本部長 に転出 飯田　将人 （注2）

兼 海外プロジェクト部長

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力営業総括部長 原子力部長 東　光邦

－5－



新　職 旧　職 氏　名

原子力事業本部 原子力事業本部

原子力プラント技術総括部長 原子力プラント技術総括部 稲積　義則

副総括部長

機械・鉄構事業本部 三原製作所

事業本部長代理 副所長 西嶋　健治 （注5）

兼 三原製作所長 兼 総務部長

防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室 航空宇宙事業本部

企画グループ 品質保証総括部長 高橋　宏明 （注6）

主幹部員 兼 防衛・宇宙事業統合推進プロジェクト室

　　企画グループ主幹部員

航空宇宙事業本部 航空宇宙事業本部

品質保証総括部長 品質保証総括部 近藤　栄也

航空機・宇宙品質保証部長

汎用機・特車事業本部 汎用機・特車事業本部

副事業本部長 事業本部長代理 湯浅　正人 （注2）

汎用機・特車事業本部 相模原製作所

副事業本部長 副所長 市原　信二 （注2）

汎用機・特車事業本部 汎用機・特車事業本部

特殊車両事業部長 特殊車両事業部 織田　隆夫

兼 特殊車両営業部長 特殊車両営業部長

冷熱事業本部 名古屋冷熱製作所

副事業本部長 副所長 佐藤　純三 （注2）

兼 企画管理部長 兼 冷熱事業本部

　　副事業本部長

冷熱事業本部 冷熱事業本部

冷熱システム事業部長 事業本部長代理 楠本　馨

兼 企画管理部長
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新　職 旧　職 氏　名

工作機械事業本部 栗東製作所

副事業本部長 副所長 白尾　誠二 （注2）

兼 工作機械事業本部

　　副事業本部長

工作機械事業本部 工作機械事業本部

副事業本部長 主幹技師 大槻　昌平 （注2）

エンジニアリング本部 エンジニアリング本部

環境・化学プロジェクト総括部長 環境・化学プロジェクト総括部 坂　洋一郎

環境・化学プロジェクト管理部長

（注）

　1. 西村調査役の担当業務は
　　「(1)社の重要案件に係る法務業務に関する事項

　　　(2)法務担当常務特命事項」。

　2. 各（事業）本部における副（事業）本部長の担当業務は別紙のとおり。

     本担当業務は複数の副（事業）本部長を任命する（事業）本部について表示。

　3. 西岡主幹プロジェクト統括の担当業務は

　　 「(1)LNGタンク・受入基地事業プロジェクトの取り纏めに関する事項

　　　(2)部長特命事項」。

　4. 為久調査役の担当業務は

　　 「(1)舶用機械・エンジン事業の事業戦略推進・支援に関する事項

　　　(2)事業部長特命事項」。

　5. 西嶋事業本部長代理の担当業務は

　　 「(1)三原製作所統括責任者

　　　(2)三原地区の企画に関する事項

　　　(3)三原地区のグループ会社管理に関する事項

　　　(4)事業本部長特命事項」。

　6. 高橋主幹部員の担当業務は
　　 「(1)防衛・宇宙事業の統合的運営体制の検討取り纏めに関する事項

　　　(2)室長特命事項」。

以　上
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