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報道各社 各位 

2019年 9月 25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

70期が始まる 2019年 9月 21日付で実施しました。 

 

 弊社は優先課題であった「熊本地震からの創造的復興」を新工場の建設・本格稼働により実現さ

せ、さらなる発展を遂げました。この実現を遂行するために設置した、営業・製造・管理の 3本部を

統括した組織「復興推進本部」を 70期より「経営企画本部」と名称を変更しました。経営企画本部

は、競争環境の中で持続的に生き残りを図る方針や計画を提示し、新しい販路の構築や新事業を展開

する組織です。 

 そのため経営企画本部に「経営戦略室」を新設し「戦略室」を「事業推進室」と名称を変更しまし

た。経営戦略室には、経営戦略の方針や計画を立案し実現させる「経営戦略グループ」と、利益につ

いて明確な目標を定めた計画の立案や遂行にあたる「利益管理グループ」を新設しました。事業推進

室は、いままでの戦略室をレベルアップさせるための組織の再構築を図り「企画展示グループ」「事

業開発グループ」「新事業グループ」を新設しました。 

 また、弊社はこれまで以上に民間企業の事業分野へ参入し、販路の拡大・拡販を図るため、営業本

部では「民需開発グループ」並びに「民需開発チーム」を新設しました。 

 加えて、他社との競争で必要な顧客からの問合せやニーズに対しスピーディーな対応をするため

「設計デザインセンターグループ」を新設し、製造本部所属の「設計デザインセンター」を設計デザ

インセンターグループに移管しました。 

 営業部門と設計デザイングループがこれまで以上に情報を共有し、連携を強化することで作業効率

を上げ、生産性とスピードの向上を図ります。 

 

 

組織人事の特徴 

1) 復興推進本部を経営企画本部と名称変更 

● 経営戦略室を新設した 

● 経営戦略室に、経営戦略グループ及び利益管理グループを新設した 

● 戦略室を事業推進室と名称変更した 

● 事業推進室に、企画展示グループ、事業開発グループ、及び新事業グループを新設

し、海外事業チーム並びに同台湾駐在員事務所を設置した 

● 企画展示グループに、企画展示チームを新設した 

● 戦略チームを事業開発チームと名称変更し、事業開発グループに設置した 

● 新事業チーム(東日本)を新事業チームと名称変更し、新事業グループに設置した 

● 新事業チーム(西日本)、ワークプレイスチーム及び復興室を廃止した 
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2) 管理本部 

● 駐在管理グループを新設した 

● 財務グループを経理グループに名称変更した 

● 駐在経理チームを廃止した 

● 法務チームを法務・管財チームと名称変更した 

● 管財室を新設した 

 

 

3) 営業本部 

● 民需開発グループ並びに民需開発チームを新設した 

● 設計デザインセンターグループを新設した 

● 製造本部事業部所属の設計デザインセンターを営業本部設計デザインセンターグルー

プに移管した 

● 大阪支店営業四チームを廃止した 

● 福岡支店に特販グループを新設した 

● 熊本・南九州支店に営業三チームを新設した 

● 熊本・南九州支店の特販グループを廃止し、特販一チームと特販二チームを熊本・南

九州支店に設置した 

 

 

4) 製造本部 

● 物流業務部を新設した 

● 生産技術・管理部物流業務グループを物流業務部に移管した 

● 製品設計部製品設計グループ製品設計一チームを分割し、製品設計機械一チームと製

品設計機械二チームを新設した 

● 製品設計部製品設計グループ製品設計二チームを製品設計制御情報チームと名称変更

した 

● 事業部を廃止した 

● 事業部見積グループを製造本部直轄の所属とした 
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人事異動(取締役) 

氏名 新職 旧職 

永野 章 
取締役経営企画本部本部長 
(財務担当) 

取締役復興推進本部本部長 
(財務担当) 

 

人事異動(執行役員) 

氏名 新職 旧職 

岩﨑 輝信 執行役員製造本部本部長 執行役員西日本支社支社長 

小田部 隆 執行役員東日本支社支社長 執行役員製造本部本部長 

宇野 誠 執行役員経営企画本部経営戦略室室長 顧問 

 

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 

松永 英孝 
西日本支社支社長 

兼営業本部大阪支店支店長 
営業本部中四国支店支店長 

角田 茂 九州支社支社長 
九州支社支社長 

兼営業本部西九州支店支店長 

堀 博典 
九州支社副支社長 

兼管理本部管財室室長 

復興推進本部復興室室長 

兼営業本部副本部長 

下津 幸哉 
東日本支社副支社長 

兼営業本部民需開発グループ GL 
営業本部名古屋支店支店長 

鹿井 一宏 
経営企画本部副本部長 

兼事業推進室室長 
復興推進本部副本部長 
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坂井 一隆 

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 

管理本部副本部長 

兼品質保証室室長 

浜田 洋至 

製造本部副本部長(工場長) 

(生産部、物流業務部担当) 

兼生産部グループ長 

兼物流業務部グループ長 

兼生産計画グループ GL 

兼生産グループ塗装チーム TL 

製造本部副本部長(工場長) 

(生産部、製品設計部担当) 

兼生産部グループ長 

兼製品設計グループ長 

兼生産計画グループ GL 

兼製品設計グループ GL 

宮村 大輔 

製造本部副本部長 

(見積グループ、品質管理グループ、 

施工部門担当) 

製造本部副本部長 

(品質管理グループ、施工部門担当) 

兼品質管理グループ GL 

大野 聡 

製造本部副本部長 

(製品設計部、開発管理部担当) 

兼製品設計部グループ長 

兼開発管理部グループ長 

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 

兼事業部グループ長 

兼開発グループ GL 

兼見積グループ GL 

 

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 

矢賀部 仁 

経営企画本部経営戦略室 

経営戦略グループ GL 

兼事業推進室事業開発グループ GL 

復興推進本部戦略室室長 

兼戦略チーム TL 

田中 俊任 
経営企画本部経営戦略室 

利益管理グループ GL 

管理本部財務グループ駐在経理チーム 

TL  

日髙 信幸 
経営企画本部事業推進室 

企画展示グループ GL 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム(西日本) 

伊集院 直親 

経営企画本部事業推進室 

新事業グループ GL 

兼新事業チーム TL 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム(東日本) TL 

渡辺 功 
経営企画本部事業推進室 

新事業グループ新事業チーム 

復興推進本部戦略室 

新事業チーム(東日本) 

木本 拓郎 

経営企画本部事業推進室 

海外事業チーム TL 

兼企画展示グループ企画展示チーム TL 

兼事業開発グループ事業開発チーム TL 

復興推進本部戦略室海外事業チーム TL 

兼戦略チーム 

兼ワークプレイスチーム TL 
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陳 学嘉 
経営企画本部事業推進室 

海外事業チーム台湾駐在員事務所所長 

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 

赤石 健太 管理本部駐在管理グループ GL 管理本部総務・人事グループ GL 

山本 浩徳 管理本部経理グループ GL 
管理本部財務グループ GL  

兼経理チーム TL 

永廣 健児 管理本部経理グループ経理チーム TL 
営業本部熊本・南九州支店 

営業支援チーム TL 

竹之内 俊朗 

管理本部法務グループ GL 

兼法務・管財チーム TL 

兼品質保証室 

管理本部法務グループ GL 

兼法務チーム TL 

兼品質保証室 

永野 新吾 
営業本部民需開発グループ 

民需開発チーム TL 

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 

中根 勇治 
営業本部設計デザインセンターグルー

プ GL 

製造本部事業部設計デザインセンター 

センター長 

今成 教之 

営業本部設計デザインセンターグルー

プ 

設計デザインセンターセンター長 

製造本部事業部設計デザインセンター 

副センター長 

滝澤 知良 

営業本部設計デザインセンターグルー

プ 

設計デザインセンター副センター長 

兼設計デザインチーム(東京) TL 

製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム(東京) TL 

岡村 宏昭 

営業本部設計デザインセンターグルー

プ 

設計デザインセンター 

設計デザインチーム(熊本) TL 

製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム(熊本) TL 

野﨑 新一 

営業本部設計デザインセンターグルー

プ 

設計デザインセンター 

設計デザインチーム(名古屋) TL 

兼製造本部東日本施工管理グループ 

東日本施工チーム 

製造本部事業部設計デザインセンター 

設計デザインチーム(名古屋) TL 

東之薗 三千彦 

営業本部設計デザインセンターグルー

プ 

設計デザインセンター 

構造チーム(熊本) TL 

製造本部事業部設計デザインセンター 

構造チーム TL 
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東 裕晃 営業本部東北支店東北営業所所長 営業本部東北支店東北営業所 

小崎 隆 

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 

営業本部福岡支店営業一チーム TL 

堂脇 哲也 営業本部名古屋支店支店長 営業本部大阪支店支店長 

野口 博永 営業本部大阪支店営業三チーム TL 営業本部大阪支店営業四チーム TL 

竹上 洋右 
営業本部中四国支店支店長 

兼副支店長 

営業本部中四国支店副支店長 

兼広島営業所所長 

岡野 真一 
営業本部中四国支店広島営業所所長 

兼岡山営業所所長 
営業本部大阪支店営業三チーム TL 

牛島 淳夫 営業本部中四国支店四国営業所所長 
営業本部中四国支店岡山営業所 

所長 

吉本 文昭 
営業本部福岡支店特販グループ GL 

兼営業一チーム TL 

営業本部熊本・南九州支店特販グルー

プ GL 

兼八代営業所所長 

市原 和宏 営業本部西九州支店支店長 
営業本部東北支店支店長 

兼東北営業所所長 

岩根 豊 
営業本部熊本・南九州支店支店長代理 

兼八代営業所所長 
営業本部熊本・南九州支店支店長代理 

太田 裕樹 
営業本部熊本・南九州支店営業三チー

ム TL 
営業本部中四国支店四国営業所所長 

坂本 由紀夫 
製造本部物流業務部物流業務グループ 

GL 

製造本部生産技術・管理部 

物流業務グループ GL 



Ｎｅｗｓ  Ｒｅｌｅａｓｅ 

【問合せ先】金剛株式会社 社長室 倉野尾  TEL050-1746-1600 

 

 7 

宗 敏章 
製造本部物流業務部物流業務グループ 

物流チーム TL 

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 

仲原 裕二 
製造本部製品設計部製品設計グループ 

GL 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計一チーム TL 

長野 元信 
製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計機械一チーム TL 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計一チーム 

氏森 正樹 
製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計機械二チーム TL 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計一チーム 

齋藤 久稔 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計制御情報チーム TL 

兼システムサポートチーム TL 

製造本部製品設計部製品設計グループ 

製品設計二チーム TL 

兼システムサポートチーム TL 

山下 暁 製造本部開発管理部開発グループ GL 
製造本部開発管理部開発グループ 

開発一チーム TL 

上村 直也 
製造本部開発管理部開発グループ 

開発一チーム TL 

製造本部開発管理部開発グループ 

開発一チーム 

西村 鮎子 
製造本部見積グループ GL 

兼積算・購買チーム TL 

製造本部事業部見積グループ 

積算・購買チーム TL 

木庭 裕章 
製造本部品質管理グループ GL 

兼品質管理検査チーム TL 

製造本部品質管理グループ 

品質管理検査チーム TL 

 


