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平成29年 2月13日 

各  位 

会社名          株式会社 植 木 組 

代表者       代 表 取 締 役 社 長  植木 義明 

問合せ先責任者 取締役常務執行役員管理本部長  水島 和憲 

 

組織変更及び役員の職位の変更並びに人事異動のお知らせ 

 

当社は、建設市場の変化に対応し、迅速な意思決定と生産性の向上及び業務効率化を目的として、下記のとおり組織

変更および役員の職位の変更並びに人事異動について決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 組織変更について 

(1) 主旨 

当社は、平成 28年 5月 12日に第 12次中期経営計画を公開し、その中で重点施策の１つとして「建設需要

に応じて組織変更し、需要の多いエリアの事業量を拡大する」と定めました。この方針に従い首都圏を中心と

したエリアの建設需要増への対応と新潟県及び近県での収益確保を図るため、本社及び店舗体制を抜本的に見

直す組織変更を決定しました。 

 

(2) 変更内容 (別紙 新組織図参照) 

① 本社は、本部制を廃止し、階層をフラット化して意思決定を迅速化し、戦略立案機能と全社統治機能を高め

る。  

② 新たに新潟本店、東京本店を設置し、この 2 本店のもと現行組織の 9 店舗を地域別に束ねることにより効率

性を高め、機動力を発揮して、生産性の向上と収益力の強化を図る。 

 

(3) 変更日 

     平成 29年 4月 1日 
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２．平成29年4月 1日付役員の職位の変更について 

氏 名 新 職 旧 職 

松原 眞之介 副社長執行役員 新潟本店長 副社長執行役員 建築本部長 

蟹沢 博 専務執行役員 事業統括部長 専務執行役員 事業本部長 

白石 修 常務執行役員 建築統括部長 常務執行役員 東京支店長 

水島 和憲 
常務執行役員 管理統括部長 兼 

       経営企画室長 

常務執行役員 管理本部長 兼 

       総務部長 

日下部 久夫 常務執行役員 土木統括部長 
常務執行役員 土木本部長 兼 

       土木部長 

春日 孝郎 常務執行役員 東京本店長（昇任） 執行役員 長岡支店長 

武藤 和男 執行役員 新潟本店 建築部長 執行役員 建築本部 建築部長 

楡井 寛志 執行役員 新潟本店 土木営業部長 執行役員 東北支店長 

山谷 吉久 
執行役員 新潟本店 購買積算部長 兼 

     東京本店 購買積算部長 
執行役員 建築本部 購買積算部長 

※なお、常務執行役員 上越支店長 金澤 良昭は、4月1日付で常勤顧問に就任予定。 

 

 

３．平成29年4月 1日付人事異動について 

【本社部長・支店長クラス以上】 

氏 名 新 職 旧 職 

中村 猛 内部監査室長 柏崎支店 総務課長 

桜井 真則 営業管理部長 管理本部 総務部 企画課長 

星野 和利 
技術開発部長 兼 

新潟本店 土木技術部長 

土木本部 建設技術センター長 兼 

     環境エンジニアリング課長 

小池 広祐 建築企画部長 建築本部 建築部 建築課長 

井口 剛 事業統括部次長（管路担当） 事業本部 管路エンジニアリング部次長 

岡沢 孝夫 事業統括部次長（舗道担当） 事業本部 舗道部次長 

上石 邦彦 総務人事部長 
内部監査室長 兼 

管理本部 総務部 法務課長 

植木 豊 
新潟本店副本店長 兼 

新潟支店長 
新潟支店長 

石塚 大吾 東京本店副本店長 東京支店次長 

山添 真二 新潟本店 管理部長 管理本部 総務部 総務課長 

持田 峰夫 新潟本店 建築営業部長 
建築本部 建築営業部長 兼 

     営業課長 

土田 正次 新潟本店 土木部長 東北支店 土木課長 

船木 重豪 新潟本店 管路エンジニアリング部長 
柏崎支店 管路エンジニアリング課長 兼 

上越支店 管路エンジニアリング課長 

庭野 順次 新潟本店 舗道部長 事業本部 舗道部長 

斉藤 昌昭 長岡支店長 長岡支店 営業課長 

阿部 伸昭 上越支店長 上越支店 営業課長 
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氏 名 新 職 旧 職 

飯田 政士 東京本店 管理部長 東京支店 総務部長 

松原 英久 
東京本店 土木営業部長 兼 

     千葉営業所長 

東京支店 土木営業部次長 兼 

千葉営業所長 

谷 義寛 東京本店 建築営業部長 東京支店 建築営業部長 

長谷川 直人 東京本店 土木部長 
東京支店 土木部長 兼 

土木営業部長 

北原 勝之 
東京本店 管路エンジニアリング部長 兼 

     埼玉営業所長 

東京支店 管路エンジニアリング部長 兼 

     埼玉営業所長 

佐藤 武 東京本店 建築部長 東京支店 建築部長 

遠藤 清 東北支店長 東北支店 営業課長 

※なお、事業本部 管路エンジニアリング部長 田辺 君男 は 4 月 1 日付で当社関連会社（株）アスカ出向予定。 

 

 

以上 

 

＜お問い合わせ窓口＞ 

 組織変更について  本社 総務部 企画課  TEL.0257-21-3986  FAX.0257-23-2746 

 人事異動について  本社 総務部 人事課  TEL.0257-23-0657  FAX.0257-20-1010 



2017年度 組織図　(2017.4.1～）

取締役会 監査等委員会 新潟本店 柏崎支店

社　長 経営委員会 管理部 新潟支店

内部監査室 土木営業部 長岡支店

安全環境部 建築営業部 上越支店

経営企画室 十日町営業所

燕営業所

金沢営業所
土木統括部 営業管理部

土木部 港湾工事事務所
技術開発部

土木技術部
建築統括部 建築企画部

管路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 管路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ作業所

建築設計部

舗道部 舗道工事事務所
事業統括部 事業推進部

建築部
軌道部

購買積算部
管理統括部 総務人事部

管路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 管路ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ作業所

東京本店 東北支店
経理部

管理部 千葉営業所

土木営業部 埼玉営業所

建築営業部 長野営業所

土木部

建築部

購買積算部


