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組織変更および人事異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり組織変更および人事異動をおこないますので、お知らせいたします。
記
１．組織変更 （平成 24 年１月１日付）
（１）事業統括・拠点統括を統合し「事業統括本部」として全事業部を配下に置き事業運営の
効率化を図る。
（２）自治体事業部を「自治体事業本部」と改称し、全社統一方針のもとで機能させるため、
各支店の自治体担当をすべて集約し、配下部門を再編する。
（３）ｾｷｭﾘﾃｨ等新規ｿﾘｭｰｼｮﾝのﾊﾟｰﾄﾅｰ戦略を強化するため、第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部内に「ﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞ
ｼﾞﾈｽ推進部」を新設する。
（４）管理部門を機能別に「業務管理本部」と「経営企画本部」に分け、配下部門を再編する。
２．人事異動 （平成 24 年１月１日付）
新 役 職 名
上席執行役員 事業統括本部長
上席執行役員 事業統括副本部長
執行役員 事業統括本部 拠点統括副部
長 兼 関西支店長
執行役員 事業統括本部 自治体事業本
部長
執行役員 業務管理本部長
執行役員 事業統括本部 第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ
事業部長
執行役員 事業統括本部 拠点統括副部
長 兼 東海支店長
執行役員 事業統括本部 拠点統括部長

氏

名

今野 隆一

旧 役 職 名
上席執行役員 事業統括部長

日下部 裕雄 上席執行役員 拠点統括部長
丹後 隆弘

執行役員 西日本事業部長 兼 関西支
店長 兼 九州支店長

大内 博義

執行役員 自治体事業部長

中山 政雄

執行役員 管理統括部長 兼 情報ｼｽﾃﾑ
部長 兼 品質保証部長

金田 昇

執行役員 第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

松本 兵衛

執行役員 東日本事業部長

市原 隆保

事業統括部長補佐

執行役員 経営企画本部長
事業統括本部 自治体事業本部 東日本
営業部長
事業統括本部 自治体事業本部 ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 兼 事業推進部 担当
部長
事業統括本部 自治体事業本部ﾌｨｰﾙﾄﾞｻ
ｰﾋﾞｽ部長 兼 ｼｽﾃﾑ開発部長
事業統括本部 自治体事業本部 事業推
進部長
事業統括本部 第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長
事業統括本部
営業部長
事業統括本部
第一ｼｽﾃﾑ部長
事業統括本部
第二ｼｽﾃﾑ部長
事業統括本部
第三ｼｽﾃﾑ部長
事業統括本部
営業部長
事業統括本部
第一ｼｽﾃﾑ部長
事業統括本部
第二ｼｽﾃﾑ部長

第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
兼 第三ｼｽﾃﾑ部長

事業統括本部 第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長
事業統括本部 第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
営業部長
事業統括本部 第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
第一ｼｽﾃﾑ部長 兼 第二ｼｽﾃﾑ部長
事業統括本部 第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部
ﾊﾟｰﾄﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長
事業統括本部 拠点統括部 北海道営業
所長
事業統括本部 拠点統括部 東海支店
副支店長
業務管理本部 総務部長 兼 法務部長
兼 購買部長

長谷川 剛史 経営企画室長
山本 三樹

自治体事業部 営業部長

信川 隆志

自治体事業部 営業部ﾏﾈｰｼﾞｬ 兼 ﾊﾟｰﾄ
ﾅｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部ﾏﾈｰｼﾞｬ

阿部 聡

自治体事業部 自治体ｼｽﾃﾑ部長

郷 始志

自治体事業部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ推進部長

川田 朋博

第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

長谷川 靖夫 第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 営業部長
中田 一志

第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第一ｼｽﾃﾑ部長

中村 浩

第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第二ｼｽﾃﾑ部長

安川 英道

第一ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第三ｼｽﾃﾑ部長

大河 信彦

第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 営業部長

林 嘉裕
渡邉 忠秋
橋本 晃

第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第一ｼｽﾃﾑ部長
第二ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第二ｼｽﾃﾑ部長 兼
第三ｼｽﾃﾑ部長
第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

山口 尚介

第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 営業部長

杉山 閑照

第三ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 第一ｼｽﾃﾑ部長 兼
第二ｼｽﾃﾑ部長

大沢 弥

ﾋﾞｼﾞﾈｽ管理部長

稲垣 知克

東日本事業部 北海道支店長

杉野 直樹

東日本事業部 東海支店長

上ヶ島 理

総務部長 兼 法務部長 兼 購買部長

業務管理本部 経理部長

松本 理

経理部長

業務管理本部 業務部長

田中 清史

業務部長

業務管理本部 人事部長

石川 卓矢

人事部長
以 上

