
Ｎｅｗｓ  Ｒｅｌｅａｓｅ 

【問合せ先】金剛株式会社 社長室 坂井  TEL096-355-8888 

 

 1 

報道各社 各位 

2018年 9月 18日 

 
代表取締役社長  

田中 稔彦    
 

組織の変更並びに人事異動のお知らせ 

 

金剛株式会社は、このたび組織の新設及び変更並びに人事異動を決定し、これに伴う人事発令を 

第 69期が始まる 2018年 9月 21日付で実施します 

 

 弊社は新工場の生産性向上に伴い、事業モデルの見直しを必要としています。このため、既存事業

の継続発展に加え、新規事業の開拓が重要と位置づけ、既存事業を主とする営業本部とは別に、復興

推進本部戦略室に新規事業に取り組むチームを新設しました。 

 また、IoTを活用した新工場では、社内の情報連携がますます重要となるため、ネットワークの強化

を図ります。加えて、企業の社会的責任と事業継続を果たすために、ネットワークなどを主管する情

報室と社長室から構成されるガバナンス局を新設します。 

加えて、支社体制を拡充し、東日本支社、西日本支社、九州支社の 3 支社を設置することで、新規

事業戦略を加えた幅広い視点からの地域活動を推進する役割を担います。 

 これらの組織の強化再構築に伴い、復興推進本部本部長に取締役の永野章、管理本部担当役員に取

締役の宮野孝幸、営業本部と製造本部の担当役員に取締役の中村卓也が就任します。 

 常務取締役の植木雅洋は退任し、グループ会社「株式会社ケイ・ティ・エス」の専務取締役に就任

します。執行役員の岩﨑輝信は、新設の西日本支社支社長に就任します。営業本部長には、髙津英文

が執行役員として新しく就任します。 

 

 

組織人事の特徴 

 

(１)ガバナンス局の新設 

 ・社長直轄組織としてガバナンス局を新設する 

 ・社長室をガバナンス局に移管する 

 ・復興推進本部システム室をガバナンス局に移管、情報室としネットワークチーム並びに工場シス 

テムチーム（新工場）を設置する 

 

(２) 西日本支社を新設 

なお、各支社の担当拠点は次の通りとする。 

① 東日本支社：東北支店、東京支店 

② 西日本支社：名古屋支店、大阪支店、中四国支店 

③ 九州支社  ：福岡支店、西九州支店、熊本・南九州支店、沖縄支店 
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(３) 復興推進本部 

 ・戦略室に戦略チーム並びに新事業チーム（東日本・西日本）を新設する 

 ・営業本部営業本部事務局ワークプレイス研究室を戦略室に移管し、ワークプレイスチームと名称 

変更する 

 ・営業本部海外事業チーム並びに同台湾駐在員事務所を戦略室に移管する 

 

(４)管理本部 

 ・管理本部総務・人事グループにおいて、総務チーム並びに人事チームを統合し、総務・人事チー 

ムを設置する 

 

(５)営業本部 

・東京支店にフロントライングループ並びにＢ．ソリューショングループを設け、二グループ体制 

とする 

・フロントライングループには、営業一チーム並びに営業二チームを設置する 

・Ｂ．ソリューショングループには、営業一チーム、営業二チーム並びに静岡営業所を設置する 

 ・名古屋支店に営業三チームを新設する 

 ・大阪支店に営業四チームを新設する 

 ・福岡支店営業三チームを廃止する 

 ・熊本・南九州支店営業三チームを廃止する 

・福岡支店並びに熊本・南九州支店の管理チームを営業支援チームと名称変更する 

・製造本部事業部所属の文化財・環境グループ文化財・環境チームを営業本部に移管する 

・営業本部事務局九州エリア営業支援チームを廃止する 

 

(６)製造本部 

・生産技術部、管理部並びに生産部生産計画グループ物流チームを統合し、生産技術・管理部と 

名称変更する 

・生産技術・管理部には物流業務グループと製造・品質管理グループを設置する 

・開発・コスト管理部を開発管理部とし、開発・コスト管理グループを開発グループと名称変更す

る 

 ・開発一チームと開発三チームを統合し、開発一チームとする 
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人事異動(取締役) 

氏名 新職 旧職 

田中 稔彦 代表取締役社長 
代表取締役社長 

兼復興推進本部本部長 

北野 秀和 専務取締役（東京駐在） 専務取締役（東京駐在、営業本部担当） 

植木 雅洋 
取締役（非常勤） 

※1 
常務取締役（管理本部担当） 

宮野 孝幸 取締役（管理本部担当） 取締役九州支社支社長 

永野 章 取締役復興推進本部本部長（財務担当） 取締役復興推進本部副本部長 

中村 卓也 
取締役 

（営業本部担当、製造本部担当） 
取締役（製造本部担当） 

※１ 2018年 9月 21日付で、「株式会社ケイ・ティ・エス」の専務取締役に就任。 

   

人事異動(執行役員) 

氏名 新職 旧職 

岩﨑 輝信 
執行役員西日本支社支社長 

（大阪駐在） 

執行役員営業本部本部長 

（東京駐在） 

髙津 英文 執行役員営業本部本部長 

管理本部副本部長 

兼総務・人事グループ GL 

兼品質保証室室長 
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人事異動(局長・副本部長・支社長) 

※GL＝グループリーダー（部長級） TL＝チームリーダー 

氏名 新職 旧職 

倉野尾 祐司 

ガバナンス局局長（グループ長待遇） 

兼社長室室長 

兼情報室室長 

復興推進本部システム室室長 

（グループ長待遇） 

角田 茂 
九州支社支社長 

兼営業本部西九州支店支店長 

営業本部福岡支店支店長 

兼九州支社副支社長 

坂井 一隆 
管理本部副本部長 

兼品質保証室室長（新工場） 
社長室室長（グループ長待遇） 

鹿井 一宏 復興推進本部副本部長 

復興推進本部戦略室室長 

（グループ長待遇） 

兼製造本部事業部グループ長 

兼見積グループ GL 

松山 伸廣 
営業本部副本部長 

兼東京支店支店長 
営業本部副本部長 

中山 利久 

製造本部副本部長 

（生産技術・管理部担当） 

兼生産技術・管理部グループ長 

兼製造・品質管理グループ GL 

製造本部副本部長 

（生産部、生産技術部担当） 

兼生産技術部グループ長 

兼生産技術グループ GL 

浜田 洋至 

製造本部副本部長（工場長） 

（生産部担当） 

兼生産部グループ長 

兼生産計画グループ GL 

製造本部生産部グループ長 

兼復興推進本部建設室副室長 

（設備・システム担当） 

大野 聡 

製造本部副本部長 

（開発管理部、事業部担当） 

兼開発管理部グループ長 

兼開発グループ GL 

兼事業部グループ長 

兼見積グループ GL 

製造本部副本部長 

（管理部、開発・コスト管理部、事業部

担当） 

兼管理部グループ長 

兼開発・コスト管理部グループ長 

兼開発・コスト管理グループ GL 

（注）製造本部に所属していない新工場勤務の社員には「（新工場）」を記載しています。 

   なお、製造本部に所属している新工場勤務の社員には「（新工場）」を記載していません。 
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人事異動 

※GL＝グループリーダー（部長級） TL＝チームリーダー 

氏名 新職 旧職 

小栁 由紀 
ガバナンス局情報室 

ネットワークチーム TL 

復興推進本部システム室システムチー

ム 

吉田 幸彦 
ガバナンス局情報室 

工場システムチーム TL（新工場） 

復興推進本部システム室 

システムチーム TL 

土山 道弘 管理本部付勤務（GL待遇） 

製造本部管理部製造・品質管理グループ

GL 

兼品質管理検査チーム TL 

山本 浩徳 
管理本部財務グループ GL 

兼経理チーム TL 

管理本部財務グループ GL 

兼経理チーム TL 

兼総務・人事グループ人事チーム 

赤石 健太 管理本部総務・人事グループ GL 
管理本部総務・人事グループ人事チーム

TL 

清田 陽子 
管理本部総務・人事グループ 

総務・人事チーム TL 

管理本部総務・人事グループ総務チーム

TL 

矢賀部 仁 

復興推進本部戦略室室長 

（グループ長待遇) 

兼戦略チーム TL 

復興推進本部戦略室副室長（TL待遇） 

伊集院 直親 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム（東日本）TL 

（東京駐在、グループ長待遇） 

営業本部東京支店支店長代理 

兼営業支援チーム TL 

渡辺 功 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム（東日本） 

（東京駐在、GL待遇） 

管理本部総務・人事グループ付 

（東京駐在、GL待遇） 

日髙 信幸 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム（西日本）TL 

（九州支社駐在、GL待遇） 

営業本部営業本部事務局 

九州エリア営業支援チーム TL 

（九州支社駐在） 

木本 拓郎 

復興推進本部戦略室海外事業チーム TL 

兼戦略チーム（TL待遇） 

兼ワークプレイスチーム TL 

営業本部海外事業チーム TL 

兼営業本部事務局営業企画チーム TL 

兼ワークプレイス研究室室長（TL待遇） 

陳 学嘉 
復興推進本部戦略室海外事業チーム 

台湾駐在員事務所所長 
営業本部台湾駐在員事務所所長 
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清田 博之 
営業本部営業本部事務局 GL 

兼営業企画チーム TL 
営業本部営業本部事務局 GL 

緒方 淳一 

復興推進本部建設室室長（GL待遇） 

兼製造本部東日本施工管理グループ・ 

西日本施工管理グループ 

（施工部門文化施設担当） 

（GL待遇） 

復興推進本部建設室室長（建設担当） 

（GL待遇） 

多田隈 卓司 
営業本部文化財・環境グループ GL 

兼文化財・環境チーム TL（東京駐在） 

製造本部事業部文化財・環境グループ GL 

兼文化財・環境チーム TL（東京駐在） 

塩見 光信 
営業本部東京支店副支店長（GL待遇） 

兼フロントライングループ GL 

営業本部東京支店副支店長 

兼静岡営業所所長 

佐野 恵 

営業本部東京支店フロントライングル

ープ 

営業一チーム TL 

営業本部東京支店営業四チーム TL 

平島 欣也 

営業本部東京支店フロントライングル

ープ 

営業二チーム TL 

営業本部東京支店営業三チーム 

橋口 健一 
営業本部東京支店Ｂ．ソリューショング

ループ GL 
営業本部東京支店営業一チーム TL 

中村 勇二 

営業本部東京支店Ｂ．ソリューショング

ループ 

営業一チーム TL 

兼静岡営業所所長 

営業本部東京支店営業五チーム TL 

永野 新吾 

営業本部東京支店Ｂ．ソリューショング

ループ 

営業二チーム TL 

営業本部東京支店営業六チーム TL 

奥村 成一郎 営業本部東京支店営業支援チーム TL 営業本部東京支店営業二チーム TL 

塚本 嘉洋 営業本部名古屋支店営業三チーム TL 営業本部東京支店営業三チーム TL 
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中尾 知弘 

 

営業本部大阪支店副支店長 

兼営業一チーム TL 
営業本部大阪支店営業一チーム TL 

野口 博永 営業本部大阪支店営業四チーム TL 
営業本部熊本･南九州支店営業二チーム

TL 

吉村 昭寛 
営業本部福岡支店支店長 

兼副支店長 

営業本部福岡支店副支店長 

兼営業二チーム TL 

堀川 昭裕 
営業本部福岡支店営業二チーム TL 

兼大分営業所所長 

営業本部福岡支店営業三チーム TL 

兼大分営業所所長 

伊原 恵美 営業本部福岡支店営業支援チーム TL 営業本部福岡支店管理チーム TL 

吉田 孝 
営業本部西九州支店勤務 

（嘱託） 
営業本部西九州支店支店長 

岩根 豊 営業本部熊本・南九州支店支店長代理 営業本部東京支店支店長 

上村 貴文 
営業本部熊本・南九州支店営業二チーム

TL 

営業本部熊本・南九州支店営業三チーム

TL 

永廣 健児 
営業本部熊本・南九州支店 

営業支援チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店管理チーム TL 

池田 英章 
製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム TL 

製造本部生産部生産計画グループ 

生産管理チーム TL 

兼復興推進本部システム室 

坂本 由紀夫 
製造本部生産技術・管理部 

物流業務グループ GL 
製造本部生産部生産計画グループ GL 

宗 敏章 
製造本部生産技術・管理部 

物流業務グループ物流チーム TL 

製造本部生産部生産計画グループ 

物流チーム TL 
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平井 聖 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ 

生産技術チーム TL 

製造本部生産技術部生産技術グループ 

生産技術チーム TL 

右田 一高 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ 

生産技術チーム PL 

製造本部生産技術部生産技術グループ 

生産技術チーム PL 

岩永 秀幸 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ 

生産技術チーム SPL 

製造本部生産技術部生産技術グループ 

生産技術チーム SPL 

長谷川 崇 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ 

生産技術チーム SPL 

製造本部生産技術部生産技術グループ 

生産技術チーム SPL 

岩﨑 博之 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ製造管理チーム

TL 

兼安全衛生チーム TL 

製造本部管理部製造・品質管理グループ 

製造管理チーム TL 

兼安全衛生チーム TL 

木庭 裕章 

製造本部生産技術・管理部 

製造・品質管理グループ 

品質管理検査チーム TL 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ開発一チーム

TL 

山下 暁 
製造本部開発管理部開発グループ 

開発一チーム TL 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ開発三チーム

TL 

兼復興推進本部建設室（システム担当） 

東矢 恭明 
製造本部開発管理部開発グループ 

開発二チーム TL 

製造本部開発・コスト管理部 

開発・コスト管理グループ開発二チーム

TL 

   

（注）製造本部に所属していない新工場勤務の社員には「（新工場）」を記載しています。 

   なお、製造本部に所属している新工場勤務の社員には「（新工場）」を記載していません。 

 


