
 
平成１７年６月３０日 

 
 

役員人事および組織見直し等について 

 

 

 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネルギアコム ，社長：佐藤 

稔，本社：広島市）は，本日開催の第２０回定時株主総会ならびに取締役会におい

て役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 また，営業推進体制の強化などを目的に本日付で組織見直しを行いました。 

 

 役員人事および組織見直し，組織見直しに伴う人事異動の詳細は別紙をご参照く

ださい。 

 

                                 以  上 
 
 

News Release 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 
〒730-0041 広島市中区小町4番33号 

本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

   経営企画部 佐々木 ℡ ０８２－５２３－３３１０



別 紙 

 

１．役員人事について 

 （１）取締役   

役  職 氏  名 備  考 
取締役会長(非常勤) 山下

やました

 隆
たかし

 (中国電力㈱取締役副社長) 

取締役社長 佐藤
さとう

 稔
みのる

 営業推進本部長 

常務取締役 梅木
うめき

 亮 介
りょうすけ

 通信設備本部長 

取締役 山内
やまうち

 康久
やすひさ

 通信設備本部副本部長 

取締役(新任) 恵木
え ぎ

 恒夫
つねお

 情報システム本部長 
兼 情報企画部長 

取締役(新任) 浅田
あさだ

 豊
ゆたか

 営業推進本部副本部長 

取締役(新任) 梅地
うめじ

 俊夫
としお

 経営企画部長 

取締役(新任) 桒田
くわだ

 彦
くにひこ

  

     

 （２）監査役 

役  職 氏  名 備  考 
監査役(新任) 菅野

すがの

 融
とおる

  

監査役(非常勤)(新任) 野坂
のざか

 三千穂
み ち ほ

 (中国電力㈱監査役) 

監査役(非常勤) 佐野
さ の

 吉雄
よしお

 (中国電力㈱理事 情報通信部門
部長) 

 

 （３）退任役員 

役  職 氏  名 
取締役会長(非常勤) 髙東 進 
取締役社長 鈴木 知己 
常務取締役(情報事業本部長) 高見 幸正 
取締役(通信事業本部副本部長) 渡邉 眞翼 
監査役 金川 孝 
監査役(非常勤) 白倉 茂生 

 

２．組織見直しについて 

 変化の激しい市場環境に迅速に対応するため，営業推進体制の強化などを目的

に，本日付けで組織見直しを実施します。 

主な見直し点は以下のとおりです。 

◆ トータルソリューション推進本部と通信事業本部を廃止し，新たに機能別

組織として営業推進本部，通信設備本部を設置 

◆ マーケティング機能を強化するため，営業推進本部に「マーケティング企

画部」を設置 

◆ 個人情報保護など社内業務のチェック機能を強化するため，「業務管理

部」を設置 



 ＜組織図＞ 
見直し後 見直し前 

 
       ―――業務管理部 
 
       ―――経営企画部 
 
       ―――総務部 
 
 
                 ―営業企画部 
                 ―ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画部 
                 ―法人営業部 
         ―営業推進――――ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 
            本部   ―ﾃｸﾆｶﾙ営業部 
                 ―ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ営業部 
                 ―お客さまｻﾎﾟｰﾄ部 
  社長―――――        ―新ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
               ―各支店（鳥取・島根・岡山・山口） 

                 ―東京支社 
 
         ―通信設備――――通信設備部 
            本部   ―ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
 
                 ―情報企画部 
                 ―システム第 1部 
         ―情報ｼｽﾃﾑ――――システム第 2部 
            本部   ―システム第 3部 
                 ―システム第 4部 
                 ―電算管理部 
 
 
 
 

監査役 
 
 

 
       ―――品質管理室 
 
       ―――経営企画部 
 
       ―――総務部 
 
       ―――業務改革推進プロジェクト 
 
 
         ―ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ ――ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 
           推進本部  ―ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ部 
 
                 ―通信事業企画部 
                 ―法人営業部 
社長――――――通信事業――――ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ営業部 

            本部   ―お客さまｻﾎﾟｰﾄ部 
                 ―通信設備部 
                 ―ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
                 ―新ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
                 ―各支店（山陰・岡山・山口） 
 
                 ―情報事業企画部 
                 ―システム第 1部 
         ―情報事業――――システム第 2部 
            本部   ―システム第 3部 
                 ―システム第 4部 
                 ―電算管理部 
                 ―機器販売部 
 
        ――――――――――東京支社 

 

監査役――――監査室 
 

 



３．執行役員および部長級人事について

新 旧 氏　　　名
　取締役社長　兼　執行役員 　専務取締役　兼　執行役員
　営業推進本部長 　通信事業本部長 佐藤　　稔

　常務取締役　兼　執行役員 　常務取締役　兼　執行役員
　通信設備本部長 　トータルソリューション推進本部長 梅木　亮介

　取締役　兼　執行役員 　取締役　兼　執行役員
　通信設備本部副本部長 　通信事業本部副本部長 山内　康久

　取締役　兼　執行役員 　情報事業本部
　情報システム本部長 　システム第１部長 恵木　恒夫
　兼　情報企画部長

　取締役　兼　執行役員 　執行役員
　営業推進本部副本部長 　トータルソリューション推進本部 浅田　　豊

　副本部長

　取締役　兼　執行役員 　経営企画部
　経営企画部長 　担当部長 梅地　俊夫

　執行役員 　執行役員
　業務管理部長 　経営企画部長 大村　恵治

　執行役員 　執行役員
　営業推進本部 　東京支社長 浦上　博之
　岡山支店長

　執行役員 　執行役員
　営業推進本部副本部長 　通信事業本部 田原　照彦

　法人営業部長

　執行役員
　総務部長 　総務部長 中西　　司

　営業推進本部 　通信事業本部
　営業企画部長 　通信事業企画部長 小郷　貞男

　営業推進本部
　マーケティング企画部長 石原　　隆

　営業推進本部
　法人営業部長 法宗　亨昭

　営業推進本部 　トータルソリューション推進本部
　ソリューション営業部長 　トータルソリューション営業部長 井久田哲雄



新 旧 氏　　　名
　営業推進本部 　情報事業本部
　テクニカル営業部長 　システム第３部長 舛金　利信

　営業推進本部 　通信事業本部
　インターネット営業部長 　インターネット営業部長 岩畔　克典

　営業推進本部 　通信事業本部
　お客さまサポート部長 　岡山支店長 中尾　敏明

　営業推進本部 　通信事業本部
　新サービスプロジェクト部長 　新サービスプロジェクト部長 中　　清

　営業推進本部 　通信事業本部
　鳥取支店長 　山陰支店 西村　克典

　鳥取営業所長

　営業推進本部 　通信事業本部
　島根支店長 　山陰支店長 曽田　　宏

　営業推進本部 　通信事業本部
　山口支店長 　山口支店長 小村　 司

　営業推進本部
　東京支社長 　東京支社マネージャー 佐敷屋　彰

　通信設備本部 　通信事業本部
　通信設備部長 　通信設備部長 神村　輝男

　通信設備本部 　通信事業本部
　ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ所長 　ﾈｯﾄﾜｰｸｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ所長 今田　善久

　情報システム本部 　情報事業本部
　システム第１部長 　システム第１部マネージャー 森脇　隆道

　情報システム本部 　トータルソリューション推進本部
　システム第２部長 　ビジネスソリューション部長 新祖　應器

　情報システム本部 　情報事業本部
　システム第３部長 　システム第３部マネージャー 山木　正克

　情報システム本部 　情報事業本部
　システム第４部長 　システム第４部長 佐藤　好男

　情報システム本部 　情報事業本部
　電算管理部長 　情報事業企画部長 田中千枝人



新 旧 氏　　　名
　解.業務委嘱 　通信事業本部

　お客さまサポート部長 長田　照義

　退職 　執行役員
　情報事業本部 髙木　健起
　電算管理部長

　退職 　情報事業本部
　システム第２部長 中野　雅文

（発令年月日　平成１７年６月３０日）

以　上




