
機構改革（4月1日)

【管理部門】

【グローバル戦略本部】

【エネルギー・環境ドメイン】

    1.「事業開発・ＩＣＴ推進室」を「事業開発室」に改称する。

【交通・輸送ドメイン】

【防衛・宇宙ドメイン】

【機械・設備システムドメイン】

　　2.「原子力事業部」の「ＡＴＭＥＡ１推進室」（臨時職制）を
　　　「ＡＴＭＥＡ１設計推進室」（臨時職制）に改称する。

　　1.「防衛・宇宙調達部」を新設する。

　　1.「機械・設備システム調達部」を置く。

　　1.「グローバル戦略本部」を「グローバル事業推進本部」に改称する。

　　2.「グローバル事業推進本部」に「国内事業総括部」を新設し、同総括部に
　　　「国内法人営業室」および「東北復興支援プロジェクト室」（臨時職制）を移管する。

　　3.「交通システム事業部」に「高速鉄道プロジェクト室」を新設する。

　　4.「交通システム事業部」の「機器技術部」を「技術部」に改称する。

　　3.「原子力事業部」の「炉心技術部」と「原子炉安全技術部」を統合し、
　　　「炉心・安全技術部」とする。

　　4.「原子力事業部」の「保全技術部」と「建設部」を統合し、「建設・保全技術部」
　　　とする。

　　5.「原子力事業部」の「原子力工作部」と「機電工作部」を統合し、「原子力工作部」
　　　とする。

　　6.「化学プラント・社会インフラ事業部」に「サービス事業推進室」を新設する。

　　7.「化学プラント・社会インフラ事業部」の「社会インフラプロジェクト室」と
　　　「ウォーターソリューションプロジェクト室」を統合し、
　　　「社会インフラ・水プロジェクト室」とする。

　　1.「交通・輸送調達部」を新設する。

　　2.「交通システム事業部」の「グローバルＩＴＳ推進室」を廃止する。

　　3.「人事部」を「人事労政部」に改称する。

　　4.「経理総括部」および「資金部」を再編し、「経営・財務企画部」、
　　　「グローバル財務部」および「ドメイン財務総括部」を新設する。

　　6.「調達総括部」を廃止する。

　　7.「調達総括部」の「調達企画管理部」と「調達部」を統合して「調達部」とし、
　　　社直属の部とする。

　　5.「ドメイン財務総括部」に「エネルギー・環境財務部」、「交通・輸送財務部」、
　　　「防衛・宇宙財務部」および「機械・設備システム財務部」を置く。

 　　　　　2014年 3月 13日発行 第5508号

　　　

機構改革および人事異動

　　2.「グループ戦略推進室」を新設し、同室に「戦略企画部」および「広報部」を置く。

　　1.「社長室」を廃止する。
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人事異動 

発令日：3月31日

新　職 旧　職 氏　名

社長室

（株）田町ビルに転出 広報部長 中山　明彦

調達総括部

三菱重工メカトロシステムズ（株）に転出 神戸調達部長 三宅　弘之

発令日：4月1日

新　職 旧　職 氏　名

執行役員 社長室

グループ戦略推進室長 企画部長 小口　正範

兼 戦略企画部長

グループ戦略推進室 社長室

広報部長 広報部 斉藤　啓介

調査役

執行役員

人事労政部長 人事部長 栁井　秀朗

経営・財務企画部長

兼 ドメイン財務総括部長 経理総括部長 鈴木　展雄

経営・財務企画部 経理総括部 

次長 副総括部長 成冨　雄策

兼 ドメイン財務総括部 

　 副総括部長

グローバル財務部長 資金部長 妹尾　雅之
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ドメイン財務総括部 経理総括部

エネルギー・環境財務部長 原動機・エンジニアリング経理部長 村山　顕治

ドメイン財務総括部 経理総括部

交通・輸送財務部長 船海・航宇経理部長 小泉　秀夫

ドメイン財務総括部 経理総括部 

防衛・宇宙財務部長 主幹部員 米山　治孝

ドメイン財務総括部 経理総括部

機械・設備システム財務部長 原子力・機鉄経理部長 小澤　壽人

兼 神戸造船所 兼 神戸造船所

　 神戸改革推進室 主幹部員  　神戸改革推進室 主幹部員

調達総括部

調達部長 調達企画管理部長 山田　馨

技術統括本部 技術統括本部

ものづくり技術部長 ものづくり技術部 吉川　佳伸

主幹プロジェクト統括

執行役員 執行役員

グローバル事業推進本部長 技術統括本部 名山　理介

副本部長

執行役員 執行役員

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部 

副本部長 副本部長 遠藤　芳文

兼 国内事業総括部長 兼 関西支社長 

兼 関西支社長 兼 中国支社長

中国支社長 三菱重工マシナリーテクノロジー（株） 四俵　昭雄
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グローバル事業推進本部 エネルギー・環境ドメイン

副本部長 原子力事業部 牧村　祐一

兼 事業リスクマネジメント部長 事業部長代理

執行役員

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部 

南米総代表 南米総代表

兼 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda. 兼 Mitsubishi Industrias Pesadas do Brasil Ltda.

　 （伯国三菱重工業有限会社）  　（伯国三菱重工業有限会社）

　 〔社長〕 　 〔社長〕

執行役員

グローバル事業推進本部 執行役員

中国総代表 防衛・宇宙ドメイン 岩﨑　啓一郎

兼 三菱重工業（中国）有限公司 調査役

 　〔総経理〕

執行役員

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部 

アジア・パシフィック総代表 インド総代表 小林　繁久

兼 インド総代表 

兼 アジア・パシフィック総代表室長

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部

管理部長 管理部長 黒木　慎司

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部

海外事業推進部長 国際事業推進部長 植田　真五

グローバル事業推進本部 グローバル戦略本部

国内事業総括部 国内法人営業室長 立花　洋一

国内法人営業室長

エネルギー・環境ドメイン

関西支社 原子力事業部

原子力部長 営業管理部 岸本　真次郎

次長 

兼 プラント課長

北海道支社 

北海道支社長 次長 村田　哲也

相原　良彦
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エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

事業開発室長 事業開発・ＩＣＴ推進室長 中川　正也

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 長屋　充

ＡＴＭＥＡ１設計推進室長 ＡＴＭＥＡ１推進室長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 三宅　修平

炉心・安全技術部長 原子炉安全技術部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

原子力事業部 原子力事業部 辺見　嘉幸

建設・保全技術部長 保全技術部長

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

化学プラント・社会インフラ事業部 化学プラント・社会インフラ事業部 斎藤　哲夫

サービス事業推進室長 エンジニアリング部 

主幹技師

エネルギー・環境ドメイン エネルギー・環境ドメイン

化学プラント・社会インフラ事業部 化学プラント・社会インフラ事業部 西澤　眞人

社会インフラ・水プロジェクト室長 ウォーターソリューションプロジェクト室長

交通・輸送ドメイン 調達総括部

副ドメイン長 調達部長 加藤　博樹

兼 交通・輸送調達部長

交通・輸送ドメイン エネルギー・環境ドメイン

交通システム事業部 化学プラント・社会インフラ事業部 楠　正顕

副事業部長 社会インフラプロジェクト室長

兼 高速鉄道プロジェクト室長

交通・輸送ドメイン 交通・輸送ドメイン

交通システム事業部 交通システム事業部 今竹　滋典

技術部長 機器技術部長
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調達総括部

防衛・宇宙ドメイン 航空宇宙調達部 

防衛・宇宙調達部長 主幹部員

兼 調達部  主幹部員 兼 調達部 主幹部員 

兼 防衛・宇宙ドメイン 兼 防衛・宇宙ドメイン

　 企画管理部 主幹部員  　企画管理部 主幹部員

執行役員 執行役員

機械・設備システムドメイン 機械・鉄構事業本部 小池　伸彦

副ドメイン長 副事業本部長

兼 機械・設備システム調達部長

以　上

藤井　隆
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