
 

 

 

 

 

２０２１年２月１７日 

各 位 

会 社 名  日 本 信 号 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  塚本 英彦 
 （コード番号：６７４１東証第一部） 

問合せ先  総務部長    藤本 浩正 
 （ＴＥＬ：代表 ０３-３２１７-７２００） 

 

人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、２０２１年４月１日付の人事異動について、以下のとおり決定しましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

  

新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 

内部統制監査室長 林   和彦 宇都宮事業所 生産管理部長 

内部統制監査室 専任担当 新井   浩 内部統制監査室長 

経営企画室 担当部長 嶺岸  和彦 人事部長 

財務部長 町山  新一 日信特器株式会社 代表取締役社長 

人事部長 並木   浩 国際事業部 国際営業部長 

人事部付  田口   誠 財務部長 

人事部付 布村 隆史朗 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 担当部長 

人事部付 日信特器株式会社 

代表取締役社長就任予定 

（５月２８日付） 

佐藤  信博 
宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部長 

ＴＱＭ推進部長 山口  洋一 久喜事業所 品質保証部長 

事業改革推進部長 今井  光大 グループＩＴ戦略部 課長 

 



交通システム事業部 第三営業部長 春日  慎治 スマートモビリティ推進室 課長 

交通システム事業部 第三営業部 

担当部長 
板倉  誠司 国際事業部 国際営業部 専任担当 

ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部長 島村  徳義 
ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部 

担当部長 

ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部 

担当部長 
夏目  敬之 九州支店 担当部長 

ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部 

担当部長 
田中 由岐夫 日信特器株式会社 技術部長 

スマートシティ事業部 

ロボティクス営業部長 
谷口  昌行 

大阪支社 交通システム営業部 

担当部長 

スマートシティ事業部 

ロボティクス営業部 専任担当 
今井 達二己 研究開発室 第１Ｒ＆Ⅾ部長 

スマートシティ事業部 

ロボティクス営業部 専任担当 
伊佐山  正 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 担当部長 

スマートシティ事業部 

セキュリティソリューション営業部 

専任担当 

青野   武 
スマートシティ事業部 

セキュリティソリューション営業部長 

国際事業部 国際第一営業部長 塚田  英樹 人事部 自啓塾長 

国際事業部 国際第一営業部 

担当部長 
本田  恵一 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 担当部長 

国際事業部 国際第二営業部長 赤堀   徹 久喜事業所 資材部長 

国際事業部 国際第二営業部 

担当部長 
久保田  聡 交通システム事業部 第三営業部長 

研究開発室 第１Ｒ＆Ｄ部長 兼 

第２Ｒ＆Ｄ部長 
石毛  隆晴 

研究開発室 知的財産管理部長 兼 

第２Ｒ＆Ｄ部長 

久喜事業所 業務部長 関口  一哉 久喜事業所 業務部 課長 

久喜事業所 生産管理部長 西尾  隆志 久喜事業所 業務部長 

久喜事業所 資材部長 小口  和宏 久喜事業所 上尾工場長 

久喜事業所 資材部 担当部長 井深   淑 久喜事業所 生産管理部 専任担当 



久喜事業所 品質保証部長 白井  稔人 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

ＣＢＴＣ技術部 担当部長 

久喜事業所 品質保証部 専任担当 猪瀬  孝道 久喜事業所 品質保証部 課長 

久喜事業所 上尾工場長 守屋  昭良 経営企画室 担当部長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部長 
平本  正幸 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部付 ヤンゴン・

マンダレープロジェクトオフィス 部長

（ヤンゴン駐在） 

（プロジェクトマネージャー） 

大内  正樹 
久喜事業所 

生産管理部 課長 

久喜事業所  

交通システム統括技術部 

設計工程管理部長 

金子  繁夫 久喜事業所 生産管理部長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

設計工程管理部 担当部長 

原田  良一 

久喜事業所  

交通システム統括技術部 

担当部長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部長 

林   忠宏 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 課長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 担当部長 

荻島  由彦 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラ機器技術部 課長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラシステム技術部長 

縄谷  昌利 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラシステム技術部 担当部長 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラシステム技術部 担当部長 

松田  隆一 

久喜事業所 

交通システム統括技術部 

インフラシステム技術部 課長 

宇都宮事業所 生産管理部長 川村   寧 事業改革推進部長 

宇都宮事業所 資材部長 佐藤  典雅 山形日信電子株式会社 取締役 

宇都宮事業所 品質保証部 担当部長 黒後  久光 
ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部 

担当部長 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部長 
古川  啓一 

日信ソフトエンジニアリング株式会社 

取締役 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部付 チェンナイＡＦＣ

プロジェクトオフィス 部長 

（プロジェクトマネージャー） 

宮本  直彦 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部付 チェンナイＡＦＣ

ＰＪＯ 課長 

（プロジェクトマネージャー） 



宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

設計工程管理部長 

糸谷  澄恵 
国際事業部 

国際プロジェクト管理部長 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 担当部長 

佐藤   貢 

宇都宮事業所  

スマートシティ統括技術部 

スマートセンシング技術部 担当部長 

宇都宮事業所  

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 担当部長 

横田   晃 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 課長 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 専任担当 

日下部 恭久 

宇都宮事業所 

ＡＦＣ統括技術部 

ＡＦＣ技術部 課長 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部長 
川崎  栄嗣 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部長 兼 

スマートセンシング技術部長 

宇都宮事業所  

スマートシティ統括技術部 

スマートセンシング技術部長 

大橋  享司 

宇都宮事業所 

スマートシティ統括技術部 

スマートセンシング技術部 課長 

大阪支社 交通システム営業部長 西岡 伸一郎 ＡＦＣ事業部 ＡＦＣ営業部長 

大阪支社 交通システム営業部 

担当部長 
石川  昌利 大阪支社 交通システム営業部長 

九州支店 担当部長 林   章弘 
大阪支社 交通システム営業部 

担当部長 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


