
平成27年３月２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   青田 重利 

（コード番号 ３４３１ 東証第一部） 
問合せ先 取締役       越後屋秀博 

（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 

および組織改正に関するお知らせ 

 

 

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の代表取締役、役員等の異動および組

織改正につきまして、次のとおり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ープ株式会社 

１ 代表取締役の異動 
（平成27年４月１日付） 

新   職 氏  名 現   職 

代表取締役副社長 越後屋秀博 取締役 

取締役 菅井  衛 代表取締役副社長 

 
２ 取締役の異動 
（平成27年６月26日付） 

新   職 氏  名 現   職 

取締役 佐藤  充 
宮地エンジニアリング株式会社 

取締役 

取締役 永山 弘久 
宮地エンジニアリング株式会社 

取締役 

退任 菅井  衛 取締役 

退任 飯塚 和通 取締役 

 



Ⅱ 宮地エンジニアリング株式会社（平成27年４月１日付） 

１ 組織改正 

(1) 事業本部制を廃止する。これに伴い、橋梁事業本部、建設事業本部を廃止し、橋梁営業本

部と建設営業本部を統合、新たに営業本部を置き、橋梁工事本部と建設工事本部を統合し、

新たに工事本部を置く。また、関西事業部を廃止する。 

(2) 橋梁営業本部橋梁業務部を営業本部営業企画部に改称する。 

(3) 橋梁営業本部橋梁営業部の業務の一部を関西支社に移管する。 

(4) 橋梁営業本部鉄道・鉄構営業部、同本部開発企画部、建設営業本部営業第一部および同本

部営業第二部を統合・再編し、新たに営業本部鉄道・土木営業部および鉄構・免耐震営業部

を置き、その業務の一部を営業企画部、関西営業部に移管する。 

(5)  橋梁工事本部と建設工事本部を統合し、新たに工事本部を置き、その業務の一部を関西支

社に移管する。 

(6)  関西支社工事・計画部を関西工事・計画部に改称する。 

(7) 営業本部、工事本部の新設に伴い、保全事業部を廃止する。 

(8) 保全営業部を営業本部に、保全工事部を工事本部に移管する。また、保全技術部を廃止し、

その業務を工務・計画本部計画部に移管する。 

(9) 生産管理部を千葉工場に移管する。また、千葉工場計画部を技術部に改称する。 

(10) 技術本部を廃止し、その業務を橋梁営業部、技術部、計画部および関西工事・計画部に移

管する。 

(11) 千葉工場安全品質保証部ＩＳＯ第１事務局、安全・品質管理部ＩＳＯ統合準備室および工

務・計画部工務部ＩＳＯ第２事務局を統合し、新たにＩＳＯ事務局を置く。 

 

２ 人事異動 
新   職 氏  名 現   職 

【取締役等】   

代表取締役副社長経営企画本部長 越後屋秀博 専務取締役経営企画本部長 

常務取締役 
営業本部長 西垣  登 

取締役 
建設事業本部副事業本部長 
兼建設営業本部長 
兼営業第二部長 

取締役 
工事本部長 佐藤  充 

取締役 
建設事業本部建設工事本部長 
兼工事部長 

取締役 
経営企画本部副本部長 
兼新規事業開発室長 

永山 弘久 
取締役 
橋梁事業本部副本部長 

取締役 
経営企画本部副本部長 安部 尚男 

執行役員 
経営企画本部副本部長 
兼経営企画部長 
兼新規事業開発室長 

取締役 
工務・計画本部長 
兼営業本部副本部長 

平島 崇嗣 
執行役員 
建設事業本部工務・計画本部長 
兼計画部長 



新   職 氏  名 現   職 

顧問 菅井  衛 
代表取締役副社長 
建設事業本部長兼保全事業部長 

顧問 飯塚 和通 
常務取締役 
橋梁事業本部長 
兼保全事業部副事業部長 

執行役員 
関西支社長 
兼関西営業部長 

塚本 啓一 
執行役員 
建設事業本部関西支社長 
兼関西事業部長兼関西営業部長 

執行役員 
関西支社副支社長 
兼関西工事・計画部長 

工藤 康良 

執行役員 
建設事業本部関西支社副支社長 
兼関西事業部副事業部長 
兼工事・計画部長 

執行役員 
千葉工場生産管理部長 河西 龍彦 

執行役員 
橋梁事業本部技術本部長兼技術部長 
兼保全事業部保全技術部長 

執行役員 
千葉工場長 
兼技術研究所長 

百瀬 敏彦 
常任参与 
橋梁事業本部千葉工場長 
兼製造部長兼技術研究所長 

執行役員 
千葉工場技術部長 上原  正 

常任参与 
橋梁事業本部千葉工場計画部長 

執行役員 
安全・品質管理部長 
兼ＩＳＯ事務局長 

戸井口由和 

安全・品質管理部長 
兼建設事業本部 
工務・計画本部副本部長 
兼工務部長 

執行役員 
営業本部副本部長 奥村 恭司 

橋梁事業本部橋梁営業本部副本部長 
兼技術管理部長 

常任参与 
関西支社 
関西工事・計画部総括作業所長 

中村 洋一 
常任参与 
建設事業本部関西事業部 
工事・計画部総括作業所長 

常任参与 
営業本部副本部長兼橋梁営業部長 
兼保全営業部長 

大河原邦男 
常任参与 
橋梁事業本部橋梁営業本部副本部長 
兼保全事業部保全営業部長 

退任 髙橋 満博 
執行役員 
建設事業本部工務・計画本部付 

参与 
工事本部副本部長 柿沼 茂夫 

執行役員 
橋梁事業本部橋梁工事本部長 

参与 
営業本部（橋梁営業担当） 中村 佐吉 

執行役員 
橋梁事業本部橋梁営業本部長 

参与 
内部監査室長 小坂  貴 

常任参与 
内部監査室長 

参与 
営業本部（鉄道・土木営業担当） 三品 則夫 

常任参与 
建設事業本部建設営業本部副本部長 
兼営業第一部長 

参与 
経営企画本部経理部付 高島 秀則 顧問 

経営企画本部経理部付 

参与 
営業本部（鉄道・土木営業担当） 町田 祐治 

顧問 
橋梁事業本部橋梁営業本部 
鉄道・鉄構担当 



 
 

【経営企画本部】   

経営企画部長 
兼総務・人事部長代理 長谷川 寛 

総務・人事部長代理 
兼経営企画部担当部長 

【営業本部】   

副本部長 
兼鉄道・土木営業部長 玉野 正典 

橋梁事業本部橋梁営業本部 
鉄道・鉄構営業部長 

技術管理部長 白山  智 
橋梁事業本部橋梁営業本部 
技術管理部長代理 

営業企画部長 山本 真司 
橋梁事業本部橋梁営業本部 
橋梁業務部長 

鉄構・免耐震営業部長 安藤 正志 
建設事業本部建設営業本部 
営業第二部長代理 

【千葉工場】 

製造部長 吉田 芳久 
橋梁事業本部 
生産管理部長 

【工事本部】 

橋梁工事部長 菅原  智 
橋梁事業本部橋梁工事部 
作業所長 

建設工事部長 齋藤 直政 
建設事業本部建設工事本部 
工事部長代理 

保全工事部長 小原  久 
保全事業部 
保全工事部長 

【工務・計画本部】   

副本部長 
兼計画部長 越中 信雄 

橋梁事業本部技術本部 
技術部長代理 

機材センター長 
兼工務部長 明周  聡 

建設事業本部工務・計画本部 
機材センター長 

 
以 上 



経 歴 書  

氏名   越後屋
え ち ご や

秀
ひで

博
ひろ

 

生年月日 昭和 23年 12月５日生 
 
昭和 48年３月 横浜国立大学経営学部卒 
昭和 48年４月 株式会社三菱銀行入行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行） 
平成 11年１月 同行関西公務法人部長兼関西金融法人部長 
平成 14年６月 宮地建設工業株式会社（現宮地エンジニアリング株式会社） 

執行役員社長室長兼総務部長 
平成 15年９月 宮地エンジニアリンググループ株式会社企画管理部担当部長 
平成 16年４月 宮地建設工業株式会社執行役員管理本部総務企画部長 
平成 17年６月 同社取締役管理本部長 
平成 18年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・リスク管理担当 
平成 19年６月 宮地エンジニアリンググループ株式会社総務部長 
平成 21年６月 同社取締役経理部長 
平成 23年３月 宮地エンジニアリング株式会社常務取締役経営企画本部長、 

コンプライアンス・リスク管理担当 
平成 23年７月 宮地エンジニアリンググループ株式会社取締役経理部長兼企画部長 
平成 25年４月 宮地エンジニアリング株式会社専務取締役経営企画本部長、 

コンプライアンス・リスク管理担当（現任） 
平成 25年６月 宮地エンジニアリンググループ株式会社取締役総務部長兼経理部長 

兼企画部長（現任） 
以上 

 

所有株式数     21千株（平成26年９月30日現在） 

 


