
 

平成２０年２月２９日 

  

 

 

組織改正ならびに役員等の異動のお知らせ 
 

 

三井ホーム株式会社（本社：東京都新宿区、社長：中村良二）は、本日開催した取

締役会において、別紙のとおり役員等の異動の決定および内定をいたしましたので、

平成２０年４月１日付の組織改正・その他の人事異動とあわせてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙＞１．組織改正について 

    ２．グループ執行役員制度導入について 

    ３．役員等の異動等 

    ４．執行役員の異動等 

    ５．部門長の異動 

    付属書類：平成２０年度組織図 

 

 

＊この資料は次の記者クラブにお届けしております。 

○ 兜倶楽部 

○ 国土交通記者会 

○ 国土交通省建設専門紙記者会 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

三井ホーム株式会社 総務・広報グループ 国光・仮屋 ＴＥＬ：03（3346）4649 
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１．組織改正について（平成２０年４月１日付） 

＜基本方針＞ 

企業間競争が一層激化する事業環境において、中期経営計画をベースとした次期計

画の足がかりとなる平成２０年度の経営目標数値達成に向け、組織の合理化・効率化

を目指し、営業情報の獲得と受注拡大のための機能を充実させ、次の２点を軸に組織

改正を実施します。 

・ 法人との提携による営業強化と受注の拡大 

・ 施工の効率性向上と施工能力の強化 

＜概要と趣旨＞ 

（１）「法人営業本部」の新設 

法人との提携による営業情報獲得と受注をさらに推進するため、「法人営業本

部」を新設し、専業組織の充実を図ります。 

「法人営業本部」には、法人の担当ルート別に「法人第１営業部」「法人第２営

業部」を設置します。 

※「法人営業本部」設置にともない、「首都圏営業本部」の「法人営業部」は「法人
第 1 営業部」に機能を移行 

 

（２）その他営業拠点の改正について 

①「開発営業室」の新設 

「神奈川中央支店」「湘南支店」「静岡支店」にそれぞれ「開発営業室」を新設

します。モデルハウス以外を情報源とする営業強化と斡旋用宅地との一体提案営

業の推進による受注拡大を図ります。 

②営業所の新設・改称 

各拠点の一層の地域深耕と受注拡大を目指し、営業所の新設、改称を実施します。 

・「神戸支店」内に「芦屋営業所」を新設 

・「神戸支店」の「阪神営業所」を「西宮営業所」に改称 
・「大阪南支店」の「大阪南営業所」を「なんば営業所」に、「阪南営業所」

を「堺営業所」に、「和歌山営業所」を「りんくう・和歌山営業所」にそれ

ぞれ改称 
・「京滋支店」の「京都営業所」を「京都中央営業所」に、「京都南営業所」

を「京都営業所」にそれぞれ改称 

 

（３）施工効率の見直しについて 

①「東京第 1技術センター」「東京第２技術センター」「生産計画センター」の設置 

「東京工事管理部」内の「工事管理センター」と「東京技術センター」を、

施工体制区分制から担当エリア制に変更し、「東京第１技術センター」と「東京

第２技術センター」に改組します。主に東京エリアにおける施工効率の向上を

図ります。 
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これにともない、生産計画の立案と推進・管理を統括する「生産計画センター」

を同部内に新設します。 

②「中国技術センター」の新設 

広域に拠点が点在する中国地方エリアの施工を営業本部で統括・管理するた

め、「西日本営業本部工事管理部」内に「中国技術センター」を設置します。 

 

（４）本社の改正について 

「広報グループ」の設置 

広報機能の独立性確保と強化のため「総務・広報グループ」から同機能を分

離し「広報グループ」を設置します。 

※これにともない、「総務・広報グループ」は「総務グループ」に改称 

 
 

 

 
 

２．グループ執行役員制度導入について 

 

グループ経営のさらなる強化を図るため、平成１８年４月に導入した「執行役員制

度」の業務執行範囲をグループ企業（関係会社）の業務執行へも広げ、グループ執行

役員制度を導入します。これにより、関係会社の業務執行責任者に対し当社執行役員

としての使命を付与し、経営の健全性を担保するとともに、迅速な意思決定による効

率的なグループ経営の実現を目指します。 

グループ執行役員は取締役会により選任されます。 
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３．役員等の異動等 

 

【１】取締役の異動   （  ）内は前職、   は継続する職 

（１）取締役の退任（６月下旬の定時株主総会日に退任予定） 

（専務取締役）                      岩本 敬明 
＊常勤監査役に就任予定 
＊三井ホームコンポーネント㈱代表取締役会長、Mitsui 

Homes Canada, Inc 取締役会長を３月３１日付で退任 

【２】監査役の異動（６月下旬の定時株主総会日における新任・退任予定） 

（  ）内は前職 

（１）新 任  常勤監査役（専務取締役）             岩本 敬明 

（２）退 任 （常勤監査役）                   辻村 一二 
＊顧問に就任予定 

【３】顧問の異動   （  ）内は前職 

（１）新 任（４月１日付） 

       顧問（常務執行役員中部営業本部長）         加藤 良正 

（２）新 任（６月下旬の定時株主総会日における新任予定） 

       顧問（常勤監査役）                 辻村 一二 

（３）退 任（３月３１日付） 

（顧問）  萩原  誠 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
三井ホームリモデリング㈱代表取締役社長は継続 

（顧問）  米山 淺雄 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
三井ホームエステート㈱代表取締役社長は継続 

（顧問）  和田 清造 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
三井デザインテック㈱代表取締役社長は継続 

（顧問）  木山 述史 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
三井ホームリンケージ㈱代表取締役社長は継続 

（顧問）  竹内  明 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
三井ホームコンポーネント㈱代表取締役社長、三井ホームコ
ンポーネント関西㈱代表取締役社長、九州ツーバイフォー㈱
代表取締役会長、ホームマテック㈱代表取締役会長は継続 

（顧問）  林  和男 
＊４月１日付でグループ執行役員に就任 
ホームテクノリサーチ㈱代表取締役社長は継続 
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４．執行役員の異動等 

（１）異動（４月１日付）  （  ）内は解かれる職、   は継続する職 

社長執行役員  営業企画統括本部関係業務担当 
営業企画統括本部長委嘱              中村 良二 

 
専務執行役員  中部営業本部関係業務担当 

中部営業本部長委嘱 
 
首都圏営業本部[業務推進部、事務管理部]、九州営
業本部関係業務担当 
首都圏営業本部長、九州営業本部長委嘱 
 

（首都圏営業本部[業務推進部、事務管理部以外の部門]、 
東北・北海道営業本部関係業務担当） 

（東北・北海道営業本部長、開発営業本部長委嘱）  大森 昭彦        
 
専務執行役員  技術統括本部[技術開発グループ、インテリア室、資

材グループ]関係業務担当 
技術統括本部長委嘱 

 
人事統括本部関係業務担当 
人事統括本部長委嘱 
 

（お客様相談室、営業企画統括本部関係業務担当） 
（営業企画統括本部長委嘱）            田所 一秀 
  

専務執行役員  お客様相談室関係業務担当 
 

監査室、総務広報統括本部、経営企画統括本部関係
業務担当 
総務広報統括本部長、経営企画統括本部長委嘱   松本 賢二 

 
常務執行役員 営業企画統括本部副本部長委嘱 

経営企画統括本部副本部長、同本部経営企画グルー
プ長委嘱 

（執行役員）                   渡辺 康明 
 
常務執行役員 開発営業本部、法人営業本部関係業務担当 

開発営業本部長、法人営業本部長委嘱  
（執行役員） 
（開発営業本部副本部長、同本部賃貸住宅営業部長 
委嘱）                     渋谷 忠彦 
 

執行役員  首都圏営業本部[生産設計部、東京工事管理部、埼玉
工事管理部、千葉工事管理部、検査部]関係業務担当 
同本部検査部長委嘱 
 
首都圏営業本部副本部長、同本部東京工事管理部長 
委嘱                       井上 保夫 
            

執行役員  東北・北海道営業本部関係業務担当 
東北・北海道営業本部長、同本部東北支店長委嘱 

 
（首都圏営業本部副本部長、同本部生産設計部長委嘱） 渡部 一広 
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執行役員  神奈川・静岡営業本部副本部長、同本部横浜支店長 
委嘱 
 

（営業企画統括本部副本部長、同本部営業企画グ 
ループ長、同本部医院開業サポート室長委嘱）   野沢 健延 
 

執行役員  首都圏営業本部[東京支店、東京南支店、東京北支店、
東京西支店、埼玉支店、埼玉南支店、栃木支店]関係
業務担当 
法人営業本部副本部長委嘱 
 
首都圏営業本部副本部長、同本部東京支店長委嘱 
 

（首都圏営業本部法人営業部長委嘱）        屋敷 健二 

 

（２）新任（４月１日付） （  ）内は解かれる職 

執行役員   中部営業本部副本部長、同本部事務管理部長委嘱 
 

（西日本営業本部副本部長兼同本部業務推進部長）  三ツ井 泉二 
 

執行役員   首都圏営業本部[千葉支店、柏支店]関係業務担当 
       首都圏営業本部副本部長、同本部千葉支店長委嘱  

（神奈川・静岡営業本部横浜支店長）         山内 哲司 

 
グループ執行役員  三井ホームリモデリング㈱        萩原  誠 

グループ執行役員  三井ホームエステート㈱         米山 淺雄 

グループ執行役員  三井デザインテック㈱          和田 清造 

グループ執行役員  三井ホームリンケージ㈱         木山 述史 

グループ執行役員  三井ホームコンポーネント㈱、三井ホーム 

コンポーネント関西㈱、九州ツーバイフォ 
ー㈱、ホームマテック㈱         竹内  明 

グループ執行役員  ホームテクノリサーチ㈱         林  和男 

 

（３）退任（３月３１日付） （  ）内は解かれる職 

   （専務執行役員）（技術統括本部[技術企画グループ、インテリア室、 

資材グループ]関係業務担当） 
（技術統括本部長委嘱）             岩本 敬明 
 

   （常務執行役員）（中部営業本部関係業務担当） 

（中部営業本部長委嘱）              加藤 良正 

＊４月１日付で顧問に就任 
同日付で三井ホームエステート㈱専務取締役
に就任予定 
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役員体制（平成２０年４月１日付） 

 

 

   役職名     氏名           管掌部門 
 

代表取締役会長   小川 修武    

代表取締役社長   中村 良二   営業企画統括本部 

専 務 取 締 役    大森 昭彦   法人営業本部、首都圏営業本部、中部営業本部、西日本
営業本部、九州営業本部、東北・北海道営業本部、開発
営業本部 

専 務 取 締 役    田所 一秀   人事統括本部、技術統括本部[技術企画グループ、設
計推進グループ、構造設計推進室、インテリア室、技
術開発グループ、資材グループ、技術研究所]  

専 務 取 締 役    松本 賢二   監査室、お客様相談室、総務広報統括本部、経営企画
統括本部 

専 務 取 締 役    岩本 敬明    

常 務 取 締 役    北川 賢司   技術統括本部[工事推進グループ、エクステリア室、
品質・環境グループ] 

常 務 取 締 役    山口 博章   神奈川・静岡営業本部 

常 勤 監 査 役    辻村 一二    

監 査 役   皆川 昌彦   [三井ホームリモデリング㈱監査役（常勤）] 

監 査 役   浅井 裕史    

監 査 役   諏訪 公宏    

監 査 役   伊藤 茂昭    
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執行役員体制（平成２０年４月１日付） 

  役職名     氏名          担当業務および委嘱 

社長執行役員   中村 良二   営業企画統括本部関係業務担当 
（営業企画統括本部長委嘱） 

専務執行役員   大森 昭彦   首都圏営業本部[業務推進部、事務管理部]、中部営
業本部、九州営業本部関係業務担当 

（首都圏営業本部長、中部営業本部長、九州営業本部長 
委嘱） 

専務執行役員   田所 一秀   人事統括本部、技術統括本部[技術企画グループ、イ
ンテリア室、資材グループ]関係業務担当 

（人事統括本部長、技術統括本部長委嘱） 

専務執行役員   松本 賢二   監査室、お客様相談室、総務広報統括本部、経営企
画統括本部関係業務担当 

（総務広報統括本部長、経営企画統括本部長委嘱） 

常務執行役員   北川 賢司   技術統括本部[工事推進グループ、エクステリア室、
品質・環境グループ]関係業務担当 

（技術統括本部副本部長委嘱） 

常務執行役員   山口 博章   神奈川・静岡営業本部関係業務担当 
（神奈川・静岡営業本部長委嘱） 

常務執行役員   河合  誠   技術統括本部[設計推進グループ、構造設計推進室、
技術開発グループ、技術研究所]関係業務担当 

（技術統括本部副本部長委嘱） 

常務執行役員   塚本  勝   西日本営業本部関係業務担当 
（西日本営業本部長委嘱） 

常務執行役員   渡辺 康明   （経営企画統括本部副本部長、営業企画統括本部副本部 
長、経営企画統括本部経営企画グループ長委嘱） 

常務執行役員   渋谷 忠彦   法人営業本部、開発営業本部関係業務担当 
（法人営業本部長、開発営業本部長委嘱） 

執 行 役 員    井上 保夫   首都圏営業本部[生産設計部、東京工事管理部、埼玉
工事管理部、千葉工事管理部、検査部]関係業務担当 

（首都圏営業本部副本部長、同本部東京工事管理部長、同 
本部検査部長委嘱） 

執 行 役 員    山口 信行   （人事統括本部副本部長委嘱） 

執 行 役 員    渡部 一広   東北・北海道営業本部関係業務担当 
（東北・北海道営業本部長、同本部東北支店長委嘱） 

執 行 役 員    野沢 健延   （神奈川・静岡営業本部副本部長、同本部横浜支店長委嘱） 

執 行 役 員   屋敷 健二   首都圏営業本部[東京支店、東京南支店、東京北支店、
東京西支店、埼玉支店、埼玉南支店、栃木支店]関係
業務担当 

（法人営業本部副本部長、首都圏営業本部副本部長、同本 
部東京支店長委嘱） 
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役職名 
 
執 行 役 員  

   
 

氏名 
 
三ツ井泉二 

   
 

担当業務および委嘱 
 
（中部営業本部副本部長、同本部事務管理部長委嘱） 

執 行 役 員    山内 哲司   
 

首都圏営業本部[千葉支店、柏支店]関係業務担当 
（首都圏営業本部副本部長、同本部千葉支店長委嘱） 

グループ執行役員   萩原  誠   三井ホームリモデリング㈱ 
 

グループ執行役員 
 

  米山 淺雄   三井ホームエステート㈱ 
 

グループ執行役員 
 

  和田 清造   三井デザインテック㈱ 
 

グループ執行役員 
 

  木山 述史   三井ホームリンケージ㈱ 
 

グループ執行役員 
 

  竹内  明   三井ホームコンポーネント㈱、三井ホームコンポー
ネント関西㈱、九州ツーバイフォー㈱、ホームマテ
ック㈱ 
 

グループ執行役員 
 

  林  和男   ホームテクノリサーチ㈱ 
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役員体制（平成２０年６月下旬） 
※平成２０年６月下旬開催予定の定時株主総会およびその後の監査役会を経て、 

正式に決定される予定です。 

 

 

   役職名     氏名           管掌部門 
 

代表取締役会長   小川 修武    

代表取締役社長   中村 良二   営業企画統括本部 

専 務 取 締 役    大森 昭彦   法人営業本部、首都圏営業本部、中部営業本部、西日本
営業本部、九州営業本部、東北・北海道営業本部、開発
営業本部 

専 務 取 締 役    田所 一秀   人事統括本部、技術統括本部[技術企画グループ、設
計推進グループ、構造設計推進室、インテリア室、技
術開発グループ、資材グループ、技術研究所] 

専 務 取 締 役    松本 賢二   監査室、お客様相談室、総務広報統括本部、経営企画
統括本部 

常 務 取 締 役    北川 賢司   技術統括本部[工事推進グループ、エクステリア室、
品質・環境グループ] 
 

常 務 取 締 役    山口 博章   神奈川・静岡営業本部 

常 勤 監 査 役    岩本 敬明    

監 査 役   皆川 昌彦   [三井ホームリモデリング㈱監査役（常勤）] 

監 査 役   浅井 裕史    

監 査 役   諏訪 公宏    

監 査 役   伊藤 茂昭    
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５．部門長の異動（平成２０年４月１日付／執行役員委嘱分は除く） 

 （  ）内は前職、   は継続する職 

監査室長（三井ホームエステート㈱取締役）          末富  忠夫 

総務広報統括本部副本部長兼同本部広報グループ長 
（同本部本部長補佐）                    島崎  光司 

営業企画統括本部副本部長  同本部用地・情報開発グループ長 喜柳  俊幸 
※継続する職は兼職 

営業企画統括本部営業企画グループ長兼同本部医院開業サポー 
ト室長（神奈川・静岡営業本部湘南支店長）          小峰  芳明 

営業企画統括本部商品開発グループ長兼同本部デザインマネジ 
メント推進室長（西日本営業本部京滋支店長）         内田  香織 

技術統括本部副本部長（技術統括本部資材グループ長）      島田  幸男 

技術統括本部資材グループ長 
（技術統括本部資材グループ シニアマネジャー）        田中  弘見 

法人営業本部法人第１営業部長 
（西日本営業本部中国支店山口営業所長）           小玉  陽史 

兼 法人営業本部法人第２営業部長  開発営業本部業務推進部長 水野  武光 

首都圏営業本部副本部長    同本部東京支店設計センター長 吉澤  敏幸 
※継続する職は兼職 

首都圏営業本部業務推進部長 

同本部業務推進部業務推進センター長 長野  正人 
※継続する職は兼職 

首都圏営業本部生産設計部長 
（神奈川・静岡営業本部生産設計部長）             若狭  政則 

首都圏営業本部千葉工事管理部長 
（同本部東京工事管理部東京技術センター チーフマネジャー兼 
同本部東京南支店工事統括マネジャー）           高橋  大介 

首都圏営業本部東京西支店長（東北・北海道営業本部東北支店長）河合  健二 

兼 神奈川・静岡営業本部生産設計部長 
同本部工事管理部長兼同本部検査部長 河本  浩行 

神奈川・静岡営業本部横浜南支店長 
（同本部横浜支店横浜営業所長）                高橋   弘 

神奈川・静岡営業本部湘南支店長（同本部横浜南支店長）     長島  伸行 

中部営業本部業務推進部長（姫路ホーム㈱専務取締役）     北井  卓三 

中部営業本部工事管理部長兼同本部検査部長 
（首都圏営業本部千葉工事管理部長）             竹内  喜昭 

中部営業本部名古屋支店長（首都圏営業本部東京西支店長）   一色  隆行 

西日本営業本部業務推進部長（三井デザインテック㈱取締役）  佐藤  克彦 
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西日本営業本部神戸支店長 
（同本部業務推進部業務推進センター長）            古徳  真人 

西日本営業本部京滋支店長（同本部神戸支店長）         田口    修 

九州営業本部副本部長           同本部九州支店長 高堂   潔 
※継続する職は兼職 

開発営業本部賃貸住宅営業部長（首都圏営業本部千葉支店長）  鈴木   浩 

 

以 上 



（平成20年4月1日現在）

技術企画グループ

品質・環境グループ

特建技術部
住宅開発部

工事推進グループ
エクステリア室

資材グループ

工事管理部
検査部
開発営業部

検査部

栃木支店

工事管理部

名古屋支店
名古屋北支店
三重支店

中部営業本部

業務推進部
事務管理部
生産設計部

業務推進部
事務管理部
生産設計部
工事管理部

埼玉南支店

千葉支店
柏支店

神奈川・静岡営業本部

東京南支店
東京北支店
東京西支店
埼玉支店

埼玉工事管理部
千葉工事管理部
検査部
東京支店

首都圏営業本部

業務推進部
事務管理部
生産設計部

大阪支店

東京工事管理部

大阪南支店
神戸支店

検査部
横浜支店
横浜南支店
湘南支店
神奈川中央支店
静岡支店

西日本営業本部

業務推進部
事務管理部
生産設計部

三井ホーム株式会社　平成２０年度　組織図

総務広報統括本部

人事統括本部

監査役会

監査役

監査室

広報グループ

法人営業本部

法人第１営業部
法人第２営業部

取締役会

社　長

委員会・会議
経営会議

検査部
東北支店

技術開発グループ

技術研究所

中国支店

九州営業本部

検査部
九州支店

京滋支店

検査部

経営企画グループ

商品開発グループ

設計推進グループ

東北・北海道営業本部

構造設計推進室
インテリア室

システムグループ
ＦＣ事業グループ

営業企画統括本部

営業企画グループ

開発営業本部

お客様相談室

人事・人材開発グループ

経営企画統括本部

用地・情報開発グループ
医院開業サポート室
デザインマネジメント推進室

技術統括本部

総務グループ

経理グループ

業務推進部
事務管理部
賃貸住宅営業部
技術部


