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2021 年 3 月 29 日 

住友電気工業株式会社 

 

 

【組織改正】 

１．安全環境部に「安全衛生部」を新設する。また同部省エネルギー推進室を廃止し、「地球環 

  境部」を新設する。 

 

２．電力エンジニアリング事業部を電力プロジェクト事業部に統合し、廃止する。本改正に 

  伴い、以下の各組織改正も行う。 

   -旧・電力エンジニアリング事業部企画業務部、品質保証部を、電力プロジェクト事業部 

企画業務部、品質保証部にそれぞれ移管する。 

   -旧・電力エンジニアリング事業部安全推進部、海底線部、澎湖島プロジェクト工事室 

を、電力プロジェクト事業部に移管する。 

-電力事業部技術部、電力技術部を廃止し、その機能を電力プロジェクト事業部に新設 

する「第一技術部」「配電システム部」に移管する。 

   -旧・電力エンジニアリング事業部電力システム部、旧・電力プロジェクト事業部第一プ 

ロジェクト部、第二プロジェクト部を統合し、電力プロジェクト事業部内に「第二技術 

部」を新設する。 

   -旧・電力エンジニアリング事業部地中線部、海外地中線部を電力プロジェクト事業部に 

新設する「地中線部」に移管・統合する。 

   -電力事業部に「海外拠点統括部」を新設する。 

 

３．導電製品事業部に「製造技術部」を新設する。 

 

４．自動車事業本部営業企画部を廃止する。 

 

５．CAS-EV 開発推進部評価・実験部を「車両技術開発推進部」に改称する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 4月 1日付 組織改正・人事異動について 
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【人事異動】 

氏名 新職 旧職 継続職 

原田 和平 電力プロジェクト事業

部澎湖島プロジェクト

工事室長 

電力エンジニアリング事

業部澎湖島プロジェクト

工事室長 

執行役員 

電力プロジェクト事業

部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

菊池 伸郎  ハードメタル事業部ロジ

スティクス管理部長 

兼住友電工ハードメタル

株式会社 

情報システム部システ

ム企画部主幹 

篠永 剛 茨城製作所長 

兼株式会社ジェイ・パ

ワーシステムズ 

住友電工電子ワイヤー株

式会社 

兼人事部主幹 

兼清原住電株式会社 

兼ＡＳブレーキシステム

ズ株式会社 

兼栃木住友電工株式会社 

すみでんフレンド株式

会社 

藤平 充明 生産技術本部技師長 

 

安全環境部長  

合田 要祐 生産技術本部技師長 テクニカルトレーニング

センター長 

 

清洲 光持 安全環境部長 

兼安全環境部安全衛生

部長 

安全環境部次長  

中馬 隆彰 安全環境部地球環境部

長 

安全環境部省エネルギー

推進室主幹 

兼住友電工テクニカルソ

リューションズ株式会社 

 

三島 隆之 安全環境部地球環境部

主幹 

安全環境部主幹 

兼安全環境部省エネルギ

ー推進室長 

 

藪原 良樹 テクニカルトレーニン

グセンター長 

半導体事業部技師長  

新居 健司 エレクトロニクス営業

本部支配人 

JUDD WIRE INC.(社長)  

片山 喜隆  電子・情報機器営業部電

子ワイヤー営業部長 

電子・情報機器営業部

長 
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松尾 基 電子・情報機器営業部

電子ワイヤー営業部長 

 

住友電工電子製品貿易

（上海）有限公司 

 

片山 誠 

 

研究企画業務部次長  研究企画業務部企画部

長 

原田 敬三 研究企画業務部長 研究企画業務部次長  

鈴木 叙之 パワーシステム研究開

発センター長 

光通信研究所次長 

兼光通信研究所空間多重

光伝送技術研究部長 

 

弘津 研一 パワーシステム研究開

発センター技師長 

パワーシステム研究開発

センター長 

 

平田 嘉裕 パワーシステム研究開

発センタープロジェク

ト企画推進室長 

研究企画業務部主幹  

初川 聡 パワーシステム研究開

発センター機器・シス

テム部長 

パワーシステム研究開発

センター機器・システム

部主幹 

 

松尾 光広 情報ネットワーク研究

開発センター技師長 

 

ブロードネットワークス

事業部映像機器部長 

 

樽 稔樹 光通信研究所空間多重

光伝送技術研究部長 

光通信研究所空間多重光

伝送技術研究部長補佐 

 

山本 敬 電線・エネルギー事業

本部企画業務部長補佐 

電線・エネルギー事業本

部企画業務部次長 

兼株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

兼電力エンジニアリング

事業部企画業務部長 

 

山下 真 電力プロジェクト事業

部次長 

兼電力プロジェクト事

業部安全推進部長 

電力エンジニアリング事

業部長 

兼電力エンジニアリング

事業部安全推進部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

西川 哲 電力プロジェクト事業

部長補佐 

電力プロジェクト事業部

次長 

兼電力プロジェクト事業

部品質保証部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 
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増池 克弥 電力プロジェクト事業

部企画業務部長 

電力プロジェクト事業部

長補佐 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

林 豊 電力プロジェクト事業

部企画業務部次長 

電力プロジェクト事業部

企画業務部長 

 

柳 修司郎 電力プロジェクト事業

部品質保証部長 

電力エンジニアリング事

業部品質保証部長 

兼電力プロジェクト事業

部品質保証部長補佐 

 

大芋 忠史 電力プロジェクト事業

部第一技術部長 

兼電力事業部開発部長

補佐 

電力事業部技術部長補佐  

真尾 晶二 電力プロジェクト事業

部第二技術部長 

電力プロジェクト事業部

第二プロジェクト部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

橋場 圭一 電力プロジェクト事業

部第二技術部長補佐 

電力エンジニアリング事

業部電力システム部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

阿部 和俊 電力プロジェクト事業

部エネルギーソリュー

ション部長補佐 

兼電力プロジェクト事

業部第一技術部長補佐 

電力事業部電力技術部長 

兼電力プロジェクト事業

部長補佐 

 

原田 敏和 電力プロジェクト事業

部地中線部長 

電力エンジニアリング事

業部海外地中線部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

中浦 美輝 電力プロジェクト事業

部地中線部次長 

兼電力プロジェクト事

業部第二技術部長補佐 

電力エンジニアリング事

業部地中線部長 

 

黒田 剛 電力プロジェクト事業

部海底線部長 

 

電力エンジニアリング事

業部海底線部長 

株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

宮崎 拓哉 電力プロジェクト事業

部海底線部海底線部海

底工事グループ主幹 

電力プロジェクト事業部

第一プロジェクト部長 

兼株式会社ジェイ・パワ

ーシステムズ 

 

渡辺 傑  茨城製作所長 電力事業部長 
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坂口 恭生 電力事業部配電システ

ム部長兼電力プロジェ

クト事業部エネルギー

ソリューション部長補

佐 

電力事業部技術部長  

蛯原 宏 電力事業部海外拠点統

括部長 

電力事業部主幹  

宇都宮 清高 導電製品事業部製造技

術部長 

導電製品事業部主幹  

綾井 直樹  パワーシステム研究開発

センター機器・システム

部長 

エネルギーシステム事

業開発部パワーエレク

トロニクス技術部長 

岡本 和弘 住電オプコム株式会社 研究企画業務部長 

 

 

上町 新也 ブロードネットワーク

ス事業部映像機器部長 

ブロードネットワークス

事業部映像機器部長補佐 

 

新地 敦 JUDD WIRE INC.(社

長) 

JUDD WIRE INC.  

高見 憲明 住友電工ファインポリ

マー株式会社 

住友電工ファインポリマ

ー株式会社[SUMITOMO 

ELECTRIC 

INTERCONNECT 

PRODUCTS,INC.](社長) 

 

東 修司 住友電工ファインポリ

マー株式会社

[SUMITOMO 

ELECTRIC 

INTERCONNECT 

PRODUCTS,INC.](社

長) 

住友電工ファインポリマ

ー株式会社 

 

伊吹 正紀 住友電装株式会社 自動車事業本部営業企画

部長 

兼自動車事業本部営業企

画部国内営業推進部長 

兼自動車事業本部営業企

画部グローバル営業推進

部長 
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山野 能章 CAS－EV 開発推進部車

両技術開発推進部長 

CAS－EV 開発推進部評

価・実験部長 

株式会社オートネット

ワーク技術研究所 

平井 宏樹 CAS－EV 開発推進部技

術調査室長 

CAS－EV 開発推進部次世

代アーキテクチャ開発推

進部長 

CAS－EV 開発推進部長 

兼株式会社オートネッ

トワーク技術研究所 

藤川 裕之 CAS－EV 開発推進部技

師長 

CAS－EV 開発推進部次長 研究開発本部架橋フッ

素開発部準備室長 

伊東 真也 CAS－EV 開発推進部次

世代アーキテクチャ開

発推進部長 

CAS－EV 開発推進部次世

代アーキテクチャ開発推

進部長補佐 

株式会社オートネット

ワーク技術研究所 

神野 文夫 ハードメタル事業部ロ

ジスティクス管理部長 

品質管理部主幹 

兼ハードメタル事業部業

務部 

住友電工ハードメタル

株式会社 

高村 伸栄  特殊線事業部スチールコ

ード開発部長 

特殊線事業部技師長 

兼特殊線事業部精密ワ

イヤー営業部長 

吉田 慎一 特殊線事業部スチール

コード開発部長 

 

栃木住友電工株式会社 

兼特殊線事業部スチール

コード開発部 

 

 

    以 上 

 


