
平成 24 年 3 月 15 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

 

組織変更及び人事異動のお知らせ 

 

当社関連の組織及び人事につきまして、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．組織変更について 

 １．株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

（1）管理本部・直轄部門 

① 総務、人事、経理業務の㈱ＴＯＫＡＩホールディングスＳＳＣ本部への集約化に伴い、管理

本部を管理部とする。また、管理本部廃止に伴い、コンプライアンス推進部、法務室は独立

した組織とする。 

② 本部・事業部を横断する西日本エリア事業部を新設する。 

③ 情報システム室を情報システム部に名称変更する。 

（2）ＣＳ事業部門 

① キャリアサービス事業部営業三部をソリューション開発営業部とする。 

② ＩＳＰＢＢ事業部に技術開発部を新設する。 

③ ＢＢモバイル事業部営業一部と営業二部を統合し、ＢＢ営業部とする。 

④ ＢＢモバイル事業部東京営業部を法人営業二部とし、法人営業部を法人営業一部とする。 

⑤ ＢＢモバイル事業部ＢＢ顧客管理部とモバイル顧客管理部にて共通して行っている顧客管

理業務を顧客サービス部に、業績管理業務を業務管理部に再編成する。なお、ＴＮＣお客様

センターは、顧客サービス部の下部組織とする。 

（3）ＳＩＳ事業部門 

データセンタ・ソリューション事業部営業部からサービス主管業務を分割し、「サービス推

進部」を新設する。 

 

            （以上  平成 24 年 4 月 1 日 実施予定） 

 

 ２．株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズのＣＡＴＶ事業部門は、新設分割により平成 24 年 4 月 2 日に

設立される㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワークに移管する。 

以下、移管に当たり、㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズＣＡＴＶ本部の組織から次の通り組織変

更する。 

 



（1）本部制及び事業部制を廃止する。 

（2）技術部に設置されていた放送課を技術部より分離し、放送部を新設する。 

（3）業務部に設置されていた企画課を業務部より分離し、企画部を新設する。 

（4）法人ネットワーク営業部を新設する。 

（5）ＣＡＴＶ本部業務部、ＣＡＴＶ事業部ＣＡＴＶ業務部、ＭＳＯ事業部ＭＳＯ業務部を管理部と

して集約・統合する。 

 

         （以上  平成 24 年 4 月 2 日 実施予定） 

 

Ⅱ．人事異動について 

 １．株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 

（1）役員人事 

① 取締役新任 

山梨 由裕 

池谷 聡 

水野 伸裕 

取締役 

取締役 

取締役 

 

 （平成 24 年 4 月 1 日 実施予定） 

② 取締役退任 

村田 孝文   

藤原 智哉   

坂本 渡   

高田 稚彦   

杉山 康則   

河口 譲   

（平成 24 年 3 月 31 日 実施予定） 

③ 役員の分掌変更 

   (新) (現) 

福田 安広 

(取締役副社長) 

 

ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部長、西日本

エリア事業部・情報システム部担

当 

 

ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部長、

情報システム室担当 

笛木 桂一 

(専務取締役) 

 

管理部・コンプライアンス推進部

担当、社長室長、法務室長 

 

管理本部副本部長、人事

部・コンプライアンス推進

部担当、法務室長 

 

 

 

  



中村 俊克 

(取締役) 

西日本エリア事業部長 ㈱倉敷ケーブルテレビ 

代表取締役社長 

（以上 平成 24年 4月 1日 実施予定） 

 

（2）その他の人事 

別紙の通り 

 

 ２．株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

（1）役員人事 

当社及び当社親会社の株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス（以下、ＴＯＫＡＩホールディ

ングスといいます。）は、平成 24 年 1 月 24 日及び平成 24 年 3 月 13 日開催の当社の取締役

会並びに平成 24 年 1 月 31 日及び平成 24 年 3 月 15 日開催のＴＯＫＡＩホールディングス

の取締役会において、平成 24 年 4 月 2 日を効力発生日として、当社のＣＡＴＶ事業を新設分

割により設立する会社「ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク」に承継させるとともに、同社を  

ＴＯＫＡＩホールディングスの完全子会社とすることを決定し発表いたしました。この度、同

社の役員人事につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

① 役員の分掌 

  （分掌） 

代表取締役会長 鴇田 勝彦  

代表取締役社長 村田 孝文  

代表取締役副社長 藤原 智哉  

常務取締役 杉山 康則 放送部担当、技術部長 

常務取締役 石間 尚雄 営業部・法人ネットワーク営業部・御殿

場・三島・沼津・富士・西静支店・カスタ

マーセンター担当 

取締役 岩本 光司 企画部長、営業部長 

取締役（非常勤） 河口 譲 ㈱ドリームウエーブ静岡 代表取締役社

長、㈱ネットテクノロジー静岡 代表取締

役社長 

取締役（非常勤） 高田 稚彦 エルシーブイ㈱ 代表取締役社長 

取締役（非常勤） 坂本 万明 ㈱倉敷ケーブルテレビ 代表取締役社長 

取締役（非常勤） 真室 孝教  

取締役（非常勤） 溝口  英嗣  

 

 

 

  



 

 

 

 

（以上 平成 24 年 4 月 2 日 実施予定） 

 

（2）その他の人事 

別紙の通り 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 人事部 

TEL：054-273-4802 

 

常勤監査役（社外） 石川 喜介  

監査役（社外） 鈴木 断行  

監査役（社外） 森  千之  

   



［別紙］

           平成２４年度 人事異動について（理事・部長・支店長等）

1.株式会社TOKAIコミュニケーションズ

【部長】                     （新）                    （現）
山下　浩史  ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長、ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進課長 ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長
池田　明久  管理部長 管理本部 総務部長
増井　一成  ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 業務部長 (株)ＴＯＫＡＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 経営企画本部 経理部長
橋本　繁男  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 業務管理部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 ﾓﾊﾞｲﾙ顧客管理部長
齋藤　俊久  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 顧客ｻｰﾋﾞｽ部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 ＢＢ顧客管理部長
太田　雅雄  情報システム部長 情報システム室長
内藤　利典  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 業務管理部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 業務管理部長、東京業務管理課長

増田　聡  ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｻｰﾋﾞｽ推進部長 ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｻｰﾋﾞｽ技術部 次長

杉村　諭  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 営業一部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 営業一部長、営業一課長
坂本　明宏  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 法人営業一部長、営業支援課長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 法人営業部長
牧野　弘宜  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発営業部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 営業三部長
大川　恵二  コンプライアンス推進部長 管理本部 コンプライアンス推進部長
神戸　明広  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長、ＴＮＣお客様センター長

石川　和秀  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 法人営業二部長、営業推進課長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 東京営業部長、営業推進課長
桜井　秀紀  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 ＢＢ営業部長、営業一課長、光推進課長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＢＢﾓﾊﾞｲﾙ事業部 ＢＢ営業一部長
佐野　公宏  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＩＳＰＢＢ事業部 技術開発部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＩＳＰＢＢ事業部 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ長
佐々木　大輔  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 営業推進部長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ事業部 設備部　東京伝送設備課長
鷲巣　裕幸  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＩＳＰＢＢ事業部 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ長 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ本部 ＩＳＰＢＢ事業部 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ 顧客ｻｰﾋﾞｽ課長

（平成２４年４月1日実施予定）

2.株式会社TOKAIケーブルネットワーク

【部長】                     （新）                    （現）
高塚　重仁  放送部長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 技術部長
深井　賀博  管理部長 ＣＡＴＶ本部 業務部 次長
波平　千里  法人ネットワーク営業部長 ＣＡＴＶ本部 本部長付部長
澤井　宏幸  ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ長、顧客管理課長､ＣＳ推進課長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ長、顧客管理課長

【支店長・営業所長】
豊田　浩義  御殿場支店長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 御殿場支店長
八木　崇行  沼津支店長、顧客サービス課長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 沼津支店長、顧客サービス課長
梶本　武宏  富士支店長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 西静支店長
山中　崇  三島支店長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 三島支店長 
小宮　克仁  西静支店長 ＣＡＴＶ本部 ＣＡＴＶ事業部 沼津支店 ＣＡＴＶ営業課長

（平成２４年４月２日実施予定）


