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会 社 名 佐伯建設工業株式会社 
代表者名 取締役社長 大谷昭義 
（コード番号 1889 東証・大証第１部） 
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組織変更ならびに人事異動のお知らせ 

 
  当社は平成 18 年 4 月 1 日付で、下記のとおり組織変更および人事異動を行いますので、お知らせい

たします。 
 

記 
 
１．組織変更 
（１）組織変更の主な内容 

① 事業部制を廃止し、１室３本部１２支店体制とする。 
② 社長室を設置し、企画部を総務部に改称する。 
③ 建設部を土木部と建築部に分離する。 
④ 営業企画部、全国営業グループを廃止し、営業部と民間営業部を設置する。 
⑤ 安全・ＩＳＯ部を安全環境部と品質環境部に分離する。 
⑥ 事務センターを情報システムセンターに改称する。 

（２）組織変更の目的 
事業部制を廃止し、支店の権限と責任を強化することで、組織の活性化と営業力・価格競争力向

上を図る。 
 
２．人事異動 

別紙「人事異動」をご参照ください。 
以 上 



組織図新旧対比表 佐伯建設工業株式会社
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　兼　常務執行役員 　兼　執行役員 取締役　営業本部長 山　本　宥　一

　民間営業担当 　営業担当（営業開発） 常務執行役員 今　村　毅　夫

常務執行役員　大阪本店長
執行役員　西日本事業部長
　兼　大阪本店長
　兼　西日本事業部　土木部長

前　田　次　男

経営本部　総務部長 経営本部　企画部長 執行役員 空　澤　信　司

　兼　営業本部　民間営業部長 執行役員　営業本部　副本部長 岡　田　　　岳

執行役員 東京支店　副支店長 紙　屋　　　昭

執行役員 経営本部　経理部長 磯　部　照　雄

執行役員　建設本部長 建設本部長　兼　安全・ISO部長 尾　　正　敏

執行役員　社長室長 経営本部　企画部部長 中　田　文　夫

営業本部　部長（民間担当）
　（名古屋支店　駐在）

営業本部　部長 尾　上　　　亨

経営本部　特命担当部長（内部統制担当） 西日本事業部　管理部長 　　　郁　夫

営業本部　民間営業部部長（建築担当） 営業本部　部長 西　村　善　博

営業本部　副本部長（名古屋支店　駐在）
東日本事業部　営業開発部部長
　（名古屋支店　駐在）

木　下　隆　志

営業本部　民間営業部部長（土木担当） 営業本部　部長 北　澤　賢　次

建設本部　副本部長
　兼　建設本部　建築部長

建設本部　副本部長（建築担当） 沼　　　和　実

大阪本店　民間営業部長 西日本事業部　営業開発部長 靱　　　信　久

東京支店　建築部長 東日本事業部　建築部長 野　瀬　　　要

佐伯建設工業株式会社
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東京支店　民間営業部長
東日本事業部　営業開発部長
　兼　東日本事業部　営業部長

　戸　豊　和

　兼　情報システムセンター長 　兼　事務センター長 経営本部　経理部部長 矢　野　光　弘

中国支店　営業部長（官民担当） 中国支店　営業部長 岡　林　正　博

四国支店　営業部長（官民担当） 四国支店　営業部長 小　川　澄　男

大阪本店　管理部長 西日本事業部　管理部部長
　兼　佐伯建設工業健康保険組合　担当
　兼　佐伯建設工業厚生年金基金　清算業務　担当

進　藤　義　廣

九州支店　安全環境部長
　兼　中国支店　安全環境部長

西日本事業部　安全環境部部長
　　（九州・中国担当）

村　上　達　義

東京支店　安全環境部長
　兼　東北支店　安全環境部長

東日本事業部　安全環境部長
　　（東京・東北担当）

金　山　裕　幸

建設本部　土木部部長（機材担当） 建設本部　建設部部長（機材担当） 松　居　茂　雄

品質環境部長 安全・ＩＳＯ部部長（ＩＳＯ担当） 鈴　木　行　雄

営業本部　営業部長 営業本部　営業企画部長 細　川　　　恭

大阪本店　安全環境部長
　兼　四国支店　安全環境部長

西日本事業部　安全環境部長
　　（大阪・四国担当）

小　西　倫　夫

安全環境部長 安全・ＩＳＯ部部長（安全担当） 森　　　純　夫

大阪本店　営業部長
西日本事業部　営業部長
　兼　大阪本店　営業部長

池　内　孝　英

大阪本店　建築部長 西日本事業部　建築部長 水　口　真　一

九州支店　副支店長
　兼　九州支店　土木部長
　兼　九州支店　建築部長

西日本事業部　土木部部長（九州支店担当）
　兼　九州支店　副支店長

藤　野　和　憲

名古屋支店　安全環境部長
　兼　北陸支店　安全環境部長

東日本事業部　安全環境部部長
　　（名古屋・北陸担当）

駒　井　利　晴

名古屋支店　建築部長 名古屋支店　営業部部長 築　山　　　威
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安全環境部部長 東日本事業部　多摩工事事務所長 藤　川　秀　明

品質環境部部長 安全・ＩＳＯ部部長（ＩＳＯ担当） 原　田　辰　夫

品質環境部部長 安全・ＩＳＯ部部長（ＩＳＯ担当） 池　田　雅　春

九州支店　民間営業部長
西日本事業部　営業開発部部長
　　（九州支店　駐在）

中牟田　豊　彦

四国支店　土木部長 西日本事業部　姫路作業所長 馬　場　孝　明

中国支店　土木部長 西日本事業部　土木部部長（中国支店担当） 二　宮　正　紀

建設本部　土木部部長 建設本部　建設部部長（土木担当） 野　村　昭　治

建設本部　建築部部長
　兼　東京支店　建築部部長
　兼　営業本部　民間営業部部長

建設本部　建設部部長（建築担当） 野　上　保　久

建設本部　土木部長 東日本事業部　土木部部長（東北支店担当） 長谷川　順　一

名古屋支店　土木部長
東日本事業部　土木部部長
　（名古屋支店担当）

武　藤　孝　夫

経営本部　特命担当部長
  （業務マニュアル改定担当）

東日本事業部　土木部部長（北陸支店担当）
　兼　東日本事業部　富山工事事務所長

笹　川　克　信

東京支店　土木部長
建設本部　建設部長
　兼　東日本事業部　土木部部長
　　（東京支店　担当）

金　井　浩　之

大阪本店　副本店長
兼　大阪本店　土木部長

西日本事業部　土木部部長（大阪本店担当）
　兼　大阪本店　副本店長

河　辺　知　之

北陸支店　土木部長
　兼　北陸支店　富山工事事務所長

西日本事業部　泉大津作業所長 玉　置　殖　久

東北支店　土木部長 東日本事業部　松阪小津工事事務所長 高　橋　良　久

東京支店　管理部長 東日本事業部　管理部長 野　本　　　




