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人事異動・機構改革について 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当社業務に関しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、このたび別紙のとおり、当社の人事異動および機構改革が決定いたしましたの

で、ご通知申し上げます。 

 何卒ご高承の上、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬  具 

 

 

 



積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽ＥＳＧ経営推進本部長
代表取締役　副会長執行役員
財務・ＥＳＧ部門、ＴＫＣ事業担当

堀内　容介

（代表取締役
　仲介賃貸事業本部長）

取締役　副社長執行役員
ストック型ビジネス部門担当

西田　勲平

▽人財開発・人事総務担当 （人事担当）
常務執行役員
監査・不動産担当

皆川　修

▽秘書担当
（ＥＳＧ経営推進本部長　兼　秘書部長
　兼　取締役室長）

常務執行役員
渉外部長

豊田　治彦

▽取締役室担当 （総務担当）
常務執行役員
法務担当

吉本　継蔵

▽国際事業部長 （開発事業部長） 執行役員 柳　武久

▽開発事業部長 （国際事業部長） 執行役員 田森　直紀　

▽渉外部　部長 （技術管理本部　副本部長） 執行役員 石井　正義

▽人財開発部長 （人事部 人材開発担当） 執行役員 藤間　美樹

▽人事総務部長 （人事部長） 執行役員 中山　一　

▽業務役員
   東日本建築事業本部長

（大阪南シャーメゾン支店長） 領木　祐介

▽東京建築事業本部長 （東日本建築事業本部長） 業務役員 伊藤　一徳

▽業務役員
   中国九州建築事業本部長

（埼玉シャーメゾン支店長） 吉安　祐二

▽国際事業部　副事業部長 （国際事業部　次長） 業務役員 辻　徹

▽業務役員
   プラットフォームハウス推進部　次長

（プラットフォームハウス推進部） 松井　直哉

▽ＩＴ業務部長 （技術業務部長） 業務役員 小松　洋一

▽ＣＳ推進部長 （ＣＳ推進部　次長） 業務役員 北村　浩幸

▽業務役員 技術コスト管理部長 岡澤　健治
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

東日本建築事業本部

▽埼玉シャーメゾン支店長 （埼玉シャーメゾン支店） 小松　健一

▽埼玉シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉東シャーメゾン支店　技術次長） 重松　敬一

▽埼玉南シャーメゾン支店長 （三岐シャーメゾン支店長） 佐々木　薫

▽埼玉東シャーメゾン支店　技術次長 （埼玉シャーメゾン支店　技術次長） 猪子　裕介

▽常葉シャーメゾン支店長 （田園都市シャーメゾン営業所長） 佐久間　崇志

▽南東北シャーメゾン営業所長 （南東北シャーメゾン営業所） 飯田　佳秀

▽北関東シャーメゾン支店長 （神奈川シャーメゾン支店長） 岡崎　数二

東京建築事業本部

▽東京建築事業本部　総務部長 （千葉シャーメゾン支店　総務次長） 海野　隆幸

▽東京北シャーメゾン支店　技術次長 （東京建築事業本部） 嵐　典之

▽東京南シャーメゾン支店長 （広島シャーメゾン支店長） 高畠　哲也

▽東京西シャーメゾン支店長 （東日本特建支店） 松尾　俊介

▽武蔵野シャーメゾン支店長 （北関東シャーメゾン支店長） 赤塚　健次

▽田園都市シャーメゾン営業所長 （大阪北シャーメゾン支店　営業次長） 生島　稚和

▽神奈川シャーメゾン支店長 （東京西シャーメゾン支店長） 櫻井　直樹

▽神奈川シャーメゾン支店　総務次長 （神奈川シャーメゾン支店） 木内　勇志

中部建築事業本部

▽中部建築事業本部　販売促進部長 （名古屋西シャーメゾン支店長） 早川　茂樹

▽名古屋東シャーメゾン支店長 （三河シャーメゾン支店長） 榑林　志朗

▽名古屋東シャーメゾン支店　総務次長 （名古屋東シャーメゾン支店） 橋本　共正

▽名古屋西シャーメゾン支店長 （名古屋東シャーメゾン支店長） 森近　功生

▽三河シャーメゾン支店長 （東京南シャーメゾン支店長） 北脇　和仁

▽三岐シャーメゾン支店長 （三岐シャーメゾン支店） 村田　慶治

▽三岐シャーメゾン支店　総務次長 （三岐シャーメゾン支店） 多田　直幸

▽静岡シャーメゾン支店長 （武蔵野シャーメゾン支店長） 大高　一朗
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

関西建築事業本部

▽大阪南シャーメゾン支店長 （京滋奈シャーメゾン支店長） 石田　昌司

▽大阪南シャーメゾン支店　総務次長 （大阪南シャーメゾン支店） 三村　文隆

▽京滋奈シャーメゾン支店長 （常葉シャーメゾン支店長） 井原　雄一

中国九州建築事業本部

▽岡山シャーメゾン支店　総務次長 （広島シャーメゾン支店） 島田　裕也

▽広島シャーメゾン支店長 （川崎シャーメゾン支店） 江後　潤一

▽九州南シャーメゾン営業所長 （南東北シャーメゾン営業所長） 井邊　剛

東北営業本部

▽仙台支店　総務次長 （仙台支店） 藤原　秀信

東京営業本部

▽東京営業本部　不動産部長 （東京西支店　営業次長） 篠　茂則

▽東京西支店　営業次長（武蔵野エリア担当） （東京西支店） 杉田　太郎

▽東京中央支店長 （東京中央支店） 河畠　裕次郎

▽多摩支店　営業次長（八王子エリア担当） （多摩支店） 松田　譲

神奈川営業本部

▽神奈川営業本部　販売促進部長 （神奈川営業本部） 下羽　健太郎

▽横浜支店長 （大阪中央支店長） 渋谷　重雄

▽横浜支店　技術次長 （神奈川営業本部） 関　浩也

埼玉栃木営業本部

▽埼玉栃木営業本部　販売促進部長 （埼玉西支店　営業次長） 梶　仁朗

▽埼玉支店長 （小山支店長） 安原　寛

▽埼玉支店　技術次長 （埼玉支店） 和久津　誠

▽埼玉南支店　技術次長 （埼玉支店　技術次長） 松崎　邦彦

▽埼玉東支店長 （埼玉支店長） 齊藤　啓崇

▽埼玉北支店長 （埼玉栃木営業本部　販売促進部長） 小林　聡

▽埼玉西支店長 （埼玉東支店長） 樋口　雅

▽小山支店長 （埼玉北支店長） 内山　聡

▽埼玉カスタマーズセンター所長 （埼玉南支店　技術次長） 篠原　弘幸
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

東関東営業本部

▽東関東営業本部　総務部長 （中部第二営業本部　総務部長） 山崎　賢一

▽東関東営業本部　販売促進部長 （東関東営業本部） 池澤　輝彦

▽千葉支店長 （つくば支店長） 須藤　功行

▽千葉南支店　技術次長 （千葉支店） 宇田川　喜一

▽つくば支店長 （千葉支店） 赤羽　泰成

▽水戸支店長 （東関東営業本部） 生方　隆夫

上信越営業本部

▽北陸支店　技術次長 （新潟支店） 川井　貴之

▽長野カスタマーズセンター所長 （群馬カスタマーズセンター所長） 高橋　達朗

▽群馬カスタマーズセンター所長 （長野カスタマーズセンター所長） 佐藤　芳光

▽北陸カスタマーズセンター所長 （北陸支店　技術次長） 土田　利美

中部第一営業本部

▽中部第一営業本部　不動産部長 （岐阜支店） 谷本　澄泰

▽名古屋西支店長 （横浜支店長） 小西　敏之

▽名古屋西支店　総務次長 （名古屋西支店） 園田　亘

▽岐阜支店長 （岐阜支店） 三浦　淳

▽岐阜支店　技術次長 （三重支店） 岩井　啓文

▽三重支店長 （名古屋西支店長） 白濵　広海

▽岐阜カスタマーズセンター所長 （岐阜支店　技術次長） 大野　幹雄

▽三重カスタマーズセンター所長 （中部第一営業本部　不動産部長） 田中　知行

中部第二営業本部

▽中部第二営業本部　総務部長 （浜松支店　総務次長） 柏木　良信

▽岡崎支店　総務次長 （岡崎支店） 植島　彰彦
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

関西第一営業本部

▽関西第一営業本部　販売促進部長 （大阪北支店　営業次長） 友成　政浩

▽大阪北支店　営業次長（吹田・豊中・箕面エリア担
当）

（阪神支店　営業次長） 武久　智憲

▽大阪中央支店長 （三重支店長） 川合　啓之

▽大阪南支店　総務次長 （大阪南支店） 池見　幸絵

関西第二営業本部

▽京都支店　技術次長 （滋賀支店　技術次長） 堀江　誠

▽滋賀支店　技術次長 （京都支店　技術次長） 大村　直也

中国四国営業本部

▽中国四国営業本部　総務部長 （山口支店　総務次長） 山根　俊靖

▽山口支店　営業次長（県央部エリア担当） （徳山営業所長） 吉木　崇

▽中国四国ＣＲＥ事業部長 中国四国ＣＲＥ事業部　技術次長 髙内　信親

九州営業本部

▽九州営業本部　総務部長 （九州営業本部） 西村　和輝

▽福岡支店　総務次長 （熊本支店　総務次長） 貝野　幸生

▽北九州支店長 （北九州支店） 笹井　義弘

▽西九州支店長 （北九州支店長） 王原　敦朗
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

開発事業部

▽開発事業部　トリップベース事業推進室長 （開発事業部） 中尾　茂樹

マンション事業本部

▽名古屋マンション事業部　総務次長 （名古屋マンション事業部） 門井　隆行

技術管理本部

▽技術業務部長 技術業務部　設計デジタル推進室長 高見　昌利

生産調達本部

▽東北工場　業務部長 （東北工場　品質技術部長） 上野　美幸

▽東北工場　製造部　物流グループ長 （東北工場） 小峰　克彦

▽東北工場　品質技術部長 （兵庫工場　品質技術部長） 伊藤　浩一

▽関東工場　業務部長 （東北工場　業務部長） 勝守　健二

▽関東工場　製造部　パネルグループ長 （関東工場　製造部　ダインパネルグループ長） 秋庭　和雄

▽関東工場　製造部　ダインパネルグループ長 （関東工場　製造部　ダインパネルグループ） 丸山　弘喜

▽静岡工場　製造部　木工・複合グループ長 （静岡工場　製造部　木工・複合グループ） 堀川　進

▽兵庫工場　品質技術部長 （兵庫工場　品質技術部） 岸本　裕希

▽生産部　生産情報グループ長 （総務部長） 板鼻　雅彦

本社

▽経理部　損益分岐点経営推進室長 （経理部） 澤野　清勝

▽人財開発部　人財開発室長 （人事部　人材開発室長） 安信　秀昭

▽人財開発部　人財採用室長 （人事部　東京オフィス） 和田　泰英

▽人事総務部　労政企画室長 （人事部） 牧口　仁

▽人事総務部　障がい者雇用推進室長 （人事部　障がい者雇用推進室長） 西原　靖

▽人事総務部　総務企画室長 （総務部　次長） 楠　正吉

▽人事総務部　タウンマネジメント室長 （総務部　タウンマネジメント室長） 武本　悟

▽秘書部長 （開発事業部　トリップベース事業推進室長） 栗崎　修一

▽取締役室長 （コミュニケーションデザイン部　ＣＸデザイン室） 井上　美穂
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積水ハウス株式会社　グループ会社 2022年1月21日

発令日：2022年2月1日

（積水ハウス不動産ホールディングス株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役　管理部門担当(監査・法務)
　兼 監査部長

（積水ハウス不動産東京株式会社　業務役員
　人事部長）

島谷　憲明

▽取締役　管理部門担当(経理財務・総務人事)
　兼 経理財務部長

（積水ハウス不動産東京株式会社　常務取締役） 稲澤　和也

▽取締役　事業推進部門担当
（積水ハウス株式会社　業務役員
　東京建築事業本部長）

小西　賢二

▽業務役員
　賃貸事業部長

（積水ハウス株式会社
　仲介賃貸事業本部 賃貸事業部長）

八束　誠

▽業務役員
　仲介事業部長

（積水ハウス株式会社
　仲介賃貸事業本部 仲介事業部長）

村崎　浩直

▽業務役員
　総務人事部長

（積水ハウス株式会社
　仲介賃貸事業本部 総務企画部長）

春木　卓伸

▽監査役
（積水ハウス株式会社
　九州営業本部　総務部長）

立花　昭彦

（積水ハウス不動産東京株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役　管理部門担当
（積水ハウス株式会社
　東京建築事業本部　総務部長）

伊藤　勝敏

▽業務役員
　仲介事業部長

（事業開発部長） 長山　隆

▽業務役員
　グランドマスト事業部長

（積和グランドマスト株式会社
　代表取締役社長）

宮本　俊介

▽業務役員
　東京賃貸営業部長

（神奈川賃貸営業部長） 鈴木　敏司

（積水ハウス不動産関西株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽業務役員
　賃貸事業部長

（大阪賃貸営業部長） 鈴木　健史

▽業務役員
　仲介事業部長

（兵庫営業部長） 吉川　隆史

▽業務役員 経理部長 森原　啓之
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（積水ハウス不動産中部株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽業務役員
　賃貸企画部長

（賃貸営業企画部長） 梅村　哲司

▽業務役員
　愛三岐営業部長

（流通名古屋東エリア担当部長） 竹田　和正

（積水ハウス不動産中国四国株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽常務取締役　事業推進部門担当
（積水ハウス株式会社　業務役員
　中国九州建築事業本部長）

入江　哲也

▽取締役　管理部門担当
（積水ハウス株式会社
　兵庫シャーメゾン支店　総務次長）

末永　進

▽業務役員 （取締役） 仲介事業部長 東　紀彦

（積水ハウス不動産九州株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽業務役員 賃貸事業部長 鈴村　大輔

（積水ハウス不動産東北株式会社）

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

▽取締役　事業推進部門担当
（積水ハウス株式会社
　埼玉南シャーメゾン支店長）

塚田　泰之

▽業務役員
　賃貸事業部長

（積水ハウス不動産東京株式会社
　埼玉賃貸営業部長）

井坂　光伸
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積水ハウス株式会社 2022年1月21日

機構改革

発令日：2022年2月1日

（改正の趣旨）

経理部に損益分岐点経営推進室を新設する。

取締役室を秘書部の傘下より独立する。

仲介賃貸事業本部を廃止する。

中国九州建築事業本部の九州シャーメゾン支店と九州北シャーメゾン営業所を統合し、九州シャーメゾン支店とする。

中国四国営業本部の山口支店と徳山営業所を統合し、山口支店とする。

グループ全体の投資効率の観点を踏まえた、各事業におけるコスト、生産性などの分析、助言を通じて、損益分岐点経営の更なる推進に向けた組織を立ち上げるもの。

社外取締役の職務を補助する体制の強化を図るもの。

積水ハウス不動産ホールディングス株式会社への吸収分割に伴い、積水ハウス不動産グループを統括する当社組織を発展的に廃止するもの。

市場の変化等に対応するため、支店・営業所の統合により、組織の活性化を促進し、もって営業力の強化を図るもの。

人財開発部を新設する。併せて人財開発部の傘下に、人事部の人材開発室を人財開発室に名称変更のうえ移管すると共に、新たに人財採用室を置く。
人事部及び総務部を統合し、人事総務部を新設する。併せて人事総務部の傘下に、新たに労政企画室を置き、人事部の障がい者雇用推進室を移管すると共に、新たに総務企画
室を置き、総務部のタウンマネジメント室を移管する。

人事部門として経営戦略との連動を一層強化し、持続的な企業価値向上と従業員の幸せの実現を目指すべく、「攻め」の人財戦略機能と「守り」の人事総務機能の役割を組織体制
上明確に分割するもの。

人事総務部に従業員の人事、労務、給与、福利厚生及び総務に関する企画・運用業務を集約し、専門性の強化と効率性の向上を図るもの。
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