
平成 23 年３月８日 

各  位 

会 社 名 宮地エンジニアリンググループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長   縣  保 佑 

（コード番号 ３４３１ 東証第一部） 

問合せ先 取締役総務部長   百瀬 信一郎 

（ＴＥＬ ０３－５６４９－０１１１） 

 

 

当社ならびに当社子会社の代表取締役、役員等の異動 

および組織に関するお知らせ 

 

 

当社ならびに当社子会社の宮地エンジニアリング株式会社（平成 23 年３月 31 日付で株

式会社宮地鐵工所と宮地建設工業株式会社が合併）の代表取締役、役員等につきまして、

次のとおり異動を内定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

Ⅰ 宮地エンジニアリンググル－プ株式会社（平成 23 年６月下旬予定）  

１ 代表取締役の異動 

新職 氏名 現職 

代表取締役社長 岩倉 健雄 代表取締役副社長 

代表取締役副社長 青田 重利 取締役 

特別顧問 縣  保佑 代表取締役社長 

 

２ 取締役の異動  

退任予定取締役 

現 取締役 小島 正明 （退任） 

 

３ 監査役の異動  

(1) 新任監査役候補 

新職 氏名 現職 

常勤監査役 小尾 輝男 経理部担当部長 

(2) 退任予定監査役 

新職 氏名 現職 

顧問 三浦 一雄 常勤監査役 

 



Ⅱ 宮地エンジニアリング株式会社（平成 23 年３月 31 日付予定） 

１ 取締役、監査役 

役位 氏名 管掌 

代表取締役会長 岩倉 健雄  

代表取締役社長 青田 重利  

専務取締役 菅井  衛 建設事業本部長 

常務取締役 越後屋秀博 経営企画本部長 

取締役 百瀬信一郎 橋梁事業本部長 

取締役 髙橋 満博 建設事業本部 工務・安全本部長 
兼工務部長 

取締役 田中  輝 橋梁事業本部 橋梁営業本部長 

監査役 三浦 一雄  

 

２ 特別顧問、顧問 

特別顧問 縣  保佑  

顧問 小島 正明 内部監査室長 

顧問 大月 喜作  

 

３ 執行役員 

執行役員 飯塚 和通 橋梁事業本部 千葉工場長 

執行役員 髙橋 公生 関西支社長 
兼建設事業本部 関西事業部長 

執行役員 西垣  登 建設事業本部 建設営業本部長 
兼営業２部長兼営業３部長 

執行役員 柿沼 茂夫 橋梁事業本部 技術本部長 

執行役員 安部 尚男 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 

執行役員 中村 佐吉 橋梁事業本部 橋梁営業本部副本部長 

執行役員 佐藤  充 建設事業本部 建設工事本部長 
兼工事部長 

執行役員 平島 崇嗣 建設事業本部 建設工事本部副本部長 
兼計画部長 

 

４ 常任参与 

常任参与 小尾 輝男 経営企画本部副本部長 

常任参与 高島 秀則 経営企画本部 経理部長 

常任参与 小坂  貴 橋梁事業本部 橋梁営業本部副本部長 
兼開発企画部長 

常任参与 町田 祐治 
橋梁事業本部 橋梁営業本部副本部長 
兼建設事業本部 建設営業本部 
営業１部専門部長 

常任参与 三品 規夫 建設事業本部 建設営業本部副本部長 
兼営業１部長 

 



５ 組織 

(1) 経営企画本部、橋梁事業本部、建設事業本部および内部監査室を置く。 

(2) 経営企画本部に総務・人事部、経営企画部および経理部を置く。 

(3) 橋梁事業本部に橋梁営業本部、購買部、千葉工場、技術本部および松本工場を置

く。 

① 橋梁営業本部に営業企画部、技術提案室、第１橋梁営業部、開発企画部および

第２橋梁営業部を置く。 

② 千葉工場に総務部、生産管理部、製造部、品質保証部、技術研究所および安全

衛生室を置く。 

③ 技術本部に橋梁工事部、技術部および安全品質管理室を置く。 

④ 松本工場に製造部および品質保証部を置く。 

(4) 建設事業本部に建設営業本部、建設工事本部、関西事業部および工務・安全本部

を置く。 

① 建設営業本部に営業１部（鉄道・土木）、営業２部（鉄構・免耐震）および営

業３部（元請・保全）を置く。 

② 建設工事本部に工事部および計画部を置く。 

③ 関西事業部に関西営業部および工事・計画部を置く。 

④ 工務・安全本部に工務部、安全・品質管理部および機材センターを置く。 

(5) 関西支社、札幌営業所、仙台営業所、名古屋営業所、広島営業所、福岡営業所お

よび沖縄営業所を置く。 

 

６ 人事 

氏名 役職 

(1) 経営企画本部 

瀬戸井 裕 経営企画本部 総務・人事部長 
兼橋梁事業本部 千葉工場 総務部長 

長谷川 寛 経営企画本部 総務・人事部長代理兼経営企画部担当部長 

上尾田哲也 経営企画本部 経理部長代理 

(2) 橋梁事業本部 

山本 真司 理事 橋梁事業本部 橋梁営業本部 営業企画部長 
兼経営企画本部 経営企画部担当部長 

百瀬 敏彦 理事 橋梁事業本部 千葉工場 製造部長兼技術研究所長 

大河原邦男 橋梁事業本部 橋梁営業本部 副本部長 

奥村 恭司 橋梁事業本部 橋梁営業本部 技術提案室長 

菊地 秀貴 橋梁事業本部 橋梁営業本部 第１橋梁営業部長 

山根 貞幸 橋梁事業本部 橋梁営業本部 第２橋梁営業部長 

濱氏 雅之 橋梁事業本部 購買部長 

永山 弘久 橋梁事業本部 千葉工場 生産管理部長 

青木  茂 橋梁事業本部 千葉工場 品質保証部長 



氏名 役職 

佐藤 和彦 橋梁事業本部 千葉工場 安全衛生室長 

河西 龍彦 橋梁事業本部 技術本部 橋梁工事部長 

上原  正 橋梁事業本部 技術本部 技術部長 

北原  稔 橋梁事業本部 技術本部 安全品質管理室長 

大久保達郎 橋梁事業本部 松本工場長 

山口 一郎 橋梁事業本部 松本工場 製造部長 

高橋  正 橋梁事業本部 松本工場 品質保証部長 

金原 愼一 橋梁事業本部 橋梁営業本部 開発企画部担当部長 

吉田 芳久 橋梁事業本部 千葉工場 生産管理部担当部長 

阿部 幸夫 橋梁事業本部 技術本部 橋梁工事部担当部長 

浦田  保 橋梁事業本部 技術本部 橋梁工事部担当部長 

(3) 建設事業本部 

塚本 啓一 建設事業本部 関西事業部 関西営業部長 

工藤 康良 建設事業本部 関西事業部 工事・計画部長 

戸井口由和 建設事業本部 工務・安全本部 安全・品質管理部長 

明周  聡 建設事業本部 工務・安全本部 機材センター長 

安藤 正志 建設事業本部 建設営業本部 営業２部長代理 
兼営業３部長代理 

佐直 信次 建設事業本部 工務・安全本部 安全・品質管理部長代理 

西   壽 建設事業本部 工務・安全本部 安全・品質管理部専門部長 

斉藤 直政 建設事業本部 建設工事本部 工事部担当部長 

飯沼  学 建設事業本部 関西事業部担当部長 

赤祖父秀樹 建設事業本部 関西事業部 関西営業部専門部長 

(4) 営業所 

斎木  敦 札幌営業所長 

久留宮 航 仙台営業所長 

伊藤  茂 名古屋営業所長 

興地 正浩 広島営業所長 

本田 政樹 福岡営業所長 

村島 康文 沖縄営業所長 

以上 



経 歴 書 

 

氏  名 岩
いわ

 倉
くら

 健
たけ

 雄
お

 

生年月日 昭和19年３月４日生 

出 身 地 東京都 

 

  昭和41年 ３月 法政大学経済学部経済学科卒 

  昭和43年 ８月 宮地建設工業株式会社入社 

  昭和61年 10月 同社総務部長 

  平成５年 ４月 同社業務統括本部副本部長兼総務部長 

  平成６年 ６月 同社取締役業務統括本部副本部長兼総務部長 

  平成14年 ６月 同社常務取締役社長室・安全技術本部担当 

  平成15年 ４月 同社常務取締役管理本部長 

  平成17年 ６月 宮地エンジニアリンググループ株式会社取締役企画管理部長 

  平成19年 ２月 宮地建設工業株式会社代表取締役社長、現在に至る 

  平成19年 ６月 宮地エンジニアリンググループ株式会社代表取締役副社長、 

現在に至る 


