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2022年3月14日

4月1日付機構改革および人事異動のお知らせ

４月１日付改定

・ グループ経営企画部およびグループ経営推進部を統合し、グループ経営企画・推進部を新設する

・ 品質・安全・環境部を日揮グローバル株式会社へ移管する

４月１日付改定

・ 日揮ホールディングス株式会社から品質・安全・環境部を移管し、QHSE部と改称する

・ コンプライアンス室をコンプライアンス部へ改称する

・ コア技術強化統括室をエグゼキューションテクノロジーズデベロップメント部に改称する

日揮ホールディングス株式会社、日揮グローバル株式会社および日揮株式会社は、長期経営ビジョンおよび中期経営計画を着実に実
行していくために、本年4月1日付で機構改革と人事異動を実施いたします。
子会社である日本ファインセラミックス株式会社および日本エヌ・ユー・エス株式会社においても、本年4月1日付で機構改革と人事異動
を実施いたします。
詳細は、以下および添付の通りです。

日揮グローバル株式会社

日揮ホールディングス株式会社
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4月1日付機構改革および人事異動のお知らせ

・
エネルギーソリューションズエネルギートランジション本部を改編・廃止し、エネルギートランジション本部プロジェクト部をプロジェクト
マネジメント本部に昇格する

・ エネルギートランジション本部ビジネスマネジメント室を独立し、ビジネス＆コマーシャルマネジメント部に改称する

・ 同本部オフショア事業部をプロジェクトマネジメント本部に移管する

・ 同本部原子力エネルギー部をエネルギーソリューションズ直下に独立する

・ 同本部プロジェクトマネジメント開発部を独立し、人財開発部に改称する

・ 同本部建設部、プロジェクトコントロール部、スタートアップ＆オペレーションサービス部を独立する

・ 同本部調達部をプロジェクトソリューションズセンターへ移管し、プロキュアメント部に改称する

・ 同本部品質管理部をプロジェクトソリューションズセンターへ移管する

・ 同本部ITマネジメント部をプロジェクトソリューションズセンターエンジニアリング本部に移管する

・ エネルギーソリューションズEPC DX部を独立し、デジタルプロジェクトデリバリー部に改称する

・
エンジニアリングソリューションズセンターを改編・廃止し、プロジェクトソリューションズセンターを新設する。プロジェクトソリューショ
ンズに、エンジニアリング本部を新設する
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4月1日付機構改革および人事異動のお知らせ

・
エンジニアリングソリューションズセンター人財戦略室とエンジニア開発部準備室を統合し、プロジェクトソリューションズセンターに
PSC人財開発部を新設する

・
エンジニアリングソリューションズセンターSC共同探索ユニットをエンジニアリング本部に移管し、トランジション技術探索部に改称す
る

・ 同センターインフラ・ケミカルユニットをエンジニアリング本部に移管し、インフラ・ケミカル部に改称する

・
同センタープロセスエンジニアリング部、テクニカルHSE部、ENテクノロジーセンター、知的財産部、シビル・建築部、電気計装システ
ム部、メカニカルエンジニアリングをエンジニアリング本部に移管する

・ 同センター技術研究所をプロジェクトソリューションズセンターに移管する

・ 同センター配管設計部と空間設計部を統合し、エンジニアリング本部に空間設計部を新設する

・
同センターコア技術強化チームをプロジェクトソリューションズセンターに移管し、PSCエグゼキューションテクノロジーズデベロップメ
ントグループと改称する

・ エンジニアリング本部にプロジェクトエグゼキューション部を新設する

・
ファシリティインフラストラクチャーソリューションズの経営企画オフィスを経営企画グループ、営業オフィスを営業部、プロジェクトマネ
ジメントオフィスをプロジェクトマネジメント部、PMT技術オフィスをPMT技術部、建設オフィスを建設部、CPオフィスをCP部、品質管理
オフィスを品質管理部、コア技術強化チームをINFエグゼキューションテクノロジーズデベロップメントグループに改称する
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4月1日付機構改革および人事異動のお知らせ

４月１日付改定

・ コンプライアンス室を新設する

・ 工務統括本部を廃止し、建設部、コストマネジメント部をプロジェクトソリューション本部に移管する

・
ウインドパワープロジェクト事業部とプロジェクトソリューション本部エネルギーソリューション部のメガソーラー発電・地熱発電分野の
機能を統合し、プロジェクトソリューション本部にリニューアブルエネルギーソリューション部を新設する

４月１日付改定

・ カーボンクレジットビジネス準備室を新設する

日本エヌ・ユー・エス株式会社

日揮株式会社
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日揮ホールディングス株式会社 2022年3月14日

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社 グループ経営推進部 コーポレートコミュニケーショングループ　山上晃弘（電話：045-682-8026）

発令日：4月1日

新役職 現役職 継続役職 氏名

グループ経営企画・推進部

部長 グループ経営企画部長 理事 内田 啓克

グループガバナンス・法務統括部

部長
執行役員
General Counsel

鞍田 哲

事業開発プラットフォーム部

部長 加藤 久典

人  事  異  動



6/13

日揮グローバル株式会社 2022年3月14日

発令日：4月1日

新役職 現所属 継続役職
  

QHSE部   

部長 理事 杉本 亨

  

ビジネス＆コマーシャルマネジメント部   

部長 執行役員
ステン・
ジャコブソン

  

人財開発部   

部長 村上 季史

建設部   

部長 理事 岸本 洋

エグゼキューションテクノロジーズデベロップメント部   

部長
エネルギーソリューションズエネルギートランジション本部
プロジェクトマネジメント開発部長兼 ビジネスマネジメント室長

理事 高浪 孝司

氏名

人  事  異  動

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）
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日揮グローバル株式会社 2022年3月14日

発令日：4月1日

新役職 現所属 継続役職 氏名

人  事  異  動

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）

エネルギーソリューションズ   

バイスプレジデント エネルギートランジション本部長代行 執行役員 山本 克毅

バイスプレジデント エネルギートランジション本部長代行兼オフショア事業部長 執行役員 石崎 裕幸

バイスプレシデント ケミカル＆グリーンエネルギー本部長 執行役員 伊藤 賢治

シニアジェネラルマネージャー 杉山 光

シニアジェネラルマネージャー
ファシリティインフラストラクチャ―ソリューションズ
バイスプレジデント

理事 岡島 尚康

シニアジェネラルマネージャー
エネルギートランジション本部長スタッフ
兼 コア技術強化チームマネージャー

シニアフェロー 利根 睦人

エネルギーソリューションズ営業本部   

シニアジェネラルマネージャー 本部長代行 ストラクチャードファイナンス部長 執行役員 会田 守志

シニアジェネラルマネージャー 営業本部長代行 シニアアドバイザー 日高 丈仁

シニアジェネラルマネージャー 営業本部長スタッフ 理事 厩橋 大輔

ジェネラルマネージャー
本部長スタッフ兼エンジニアリングソリューションズセンター
プレジデントスタッフ

フェロー 渡邉 哲哉

ジェネラルマネージャー エンジニアリングソリューションズセンタープレジデントスタッフ フェロー 熱田 信房
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日揮グローバル株式会社 2022年3月14日

発令日：4月1日

新役職 現所属 継続役職 氏名

人  事  異  動

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）

エネルギーソリューションズ プロジェクトマネジメント本部   

本部長 エネルギートランジション本部プロジェクト部長 若林 恭之

ジェネラルマネージャー 小澤 智樹

エネルギーソリューションズ ケミカル＆グリーンエネルギー本部   

ジェネラルマネージャー 本部長代行 田中 斉

プロジェクトソリューションズセンター   

プレジデント
エンジニアリングソリューションズセンター
バイスプレジデント

執行役員 込山 宏

バイスプレジデント
兼エンジニアリング本部長

エンジニアリングソリューションズセンター
バイスプレジデント

執行役員 阪本 冨美男

バイスプレジデント
エンジニアリングソリューションズセンター
バイスプレジデント

執行役員 小川 修一

バイスプレジデント
エンジニアリングソリューションズセンター
プレジデントスタッフ兼SC共同探索ユニット部長

トランジション技術探索部長 執行役員 唐澤 俊之

シニアジェネラルマネージャー
兼エンジニアリング本部プロジェクトエグゼ
キューション部長

エネルギーソリューションズ
エネルギートランジション本部長スタッフ

理事 齊藤 傑

PSC人財開発部長
エンジニアリングソリューションズセンター
エンジニア開発部準備室長

加地 祥一

プロキュアメント部長 榎本 浩一郎

品質管理部長兼ファシリティインフラストラク
チャーソリューションズ品質管理部長

エンジニアリングソリューションズセンター
メカニカルエンジニアリング部長

理事 茂野 義昭
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日揮グローバル株式会社 2022年3月14日

発令日：4月1日

新役職 現所属 継続役職 氏名

人  事  異  動

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）

プロジェクトソリューションズセンター エンジニアリング本部   

シニアジェネラルマネージャー
エンジニアリングソリューションズセンター
電気計装システム部長

理事 小鷹 茂

シニアジェネラルマネージャー
エンジニアリングソリューションズセンター
空間設計部長

理事 島谷 高志

ジェネラルマネージャー
エンジニアリングソリューションズセンター
プレジデントスタッフ

山本 哲也

メカニカルエンジニアリング部長 重松 大祐

電気計装システム部長 仙石 晃

空間設計部長 岡本 尚子
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日揮グローバル株式会社 2022年3月14日

発令日：4月1日

新役職 現所属 継続役職 氏名

人  事  異  動

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）

ファシリティインフラストラクチャーソリュ－ションズ   

バイスプレジデント シニアバイスプレジデント 執行役員 橋爪 健

シニアジェネラルマネージャー
兼プロジェクトマネジメント部長

マネジメントオフィス ダイレクター 理事 小柳 昌春

ジェネラルマネージャー
マネジメントオフィス アソシエイトダイレクター
経営企画オフィスマネージャー

加嶋 良輔

営業部長 営業オフィス統括マネージャー 吉田 哲啓

PMT技術部長 PMT技術オフィスマネージャー 阪部 真悟

建設部長 坂上 鉄兵
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日揮株式会社 2022年3月14日

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社　グループ経営推進部　コーポレートコミュニケーショングループ　山上 晃弘（電話：045-682-8026）

発令日：4月1日

新役職 現役職 継続役職 氏名

コンプライアンス室

室長 稲田　二郎

プロジェクトソリューション本部

本部長スタッフ兼リニューアブルエネルギー
ソリューション部長

ウィンドパワープロジェクト事業部長 理事 勝岡　洋一

本部長スタッフ エネルギーソリューション部長 理事 小川　健一郎

エンジニアリング本部

本部長代行 本部長スタッフ兼電気システム設計部長 理事 田中  淳一

本部長スタッフ システム機械部長 理事 橋本　尚美

電気システム設計部長 丸目　浩司

品質・安全・環境室

室長 山本　豊

コ・アクト室

室長 エンジニアリング本部長代行 執行役員 石川　雅也

人  事  異  動
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日本ファインセラミックス株式会社 2022年3月14日

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社 グループ経営推進部 コーポレートコミュニケーショングループ　山上晃弘（電話：045-682-8026）

発令日：4月1日

新役職 現役職 継続役職 氏名

管理本部

本部長 本部長代行 総務部長 理事 河上　洋

営業本部

本部長 副本部長 セラミック営業部長兼MMC営業部長 赤坂　正幸

人  事  異  動
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日本エヌ・ユー・エス株式会社 2022年3月14日

お問い合わせ先：日揮ホールディングス株式会社 グループ経営推進部 コーポレートコミュニケーショングループ　山上晃弘（電話：045-682-8026）

発令日：4月1日

新役職 現役職 継続役職 氏名

環境事業本部

福島復興支援ユニットマネジャー 高橋　理

カーボンクレジットビジネス準備室

室長 代表取締役社長 近本　一彦

コーポレート本部

情報システム部長 遠田　丈樹

人  事  異  動


