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平成 20 年 2 月 8日           

 

業務組織の改正ならびに人事異動について 

 

 

弊社では、平成 20 年 4 月 1日付で下記のとおり業務組織の改正を行い、ならびに役員および社員の異

動を発令しますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

○ 業務組織の改正について 

弊社では、平成 20 年度を初年度とする新中期経営計画の策定を現在進めておりますが、計画の遂行・

実現に向け以下の通り業務組織体制を改正することと致しました。 

 

１．改正の目的および要旨 

（１） 本社部門に「管理本部」「営業総本部」「土木総本部」｢建築総本部｣を新設し、それぞれの担

当分野における内部掌握力、方針・施策の立案機能と実行力をなお一層強化するとともに、

利益責任部署に対する支援の最大化を図る。（現場第一主義の具現化） 

 

（２） 「営業総本部」に現行の営業本部、首都圏本部および鉄道本部の営業部門を統合することに

より、営業活動の重複を解消し、業務の効率化を図る。 

また、不動産開発事業についても営業戦略上の連携強化を図るため、現行の建設ソリューシ

ョン事業部から営業総本部へ移管する。 

 

（３） 「土木総本部」に「土木部技術支援グループ」を、「建築総本部」に「建築本部工事管理部」

および「建築技術部」をそれぞれ設置し、安全・品質・環境・原価面に関して作業所に対す

る複眼的な関与・支援を実施することで作業所運営の活性化を図る。 

 

（４） 事業部門（利益責任部署）を現行の本部から支店・事業部等に変更するとともに、その機能

を標準化することで、内部管理の充実を図る。 

① 支店はエリアを担当する札幌・東北・千葉・関東・北陸・東京・横浜・田園都市・名古屋・大

阪・広島・四国・九州の 13 支店とする。 

② 事業部は「鉄道建設事業部」と「住宅事業部」の 2事業部とする。 
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③ 「二子開発建設事務所」を新設し、戦略的に重要性の高い当該地区において、継続的に見込ま

れる案件対応および管理の充実を図る。 

④ 「国際部」「ソリューション部」をそれぞれ独立した利益責任部署として設置し、海外事業、

ＩＴ・ＩＣソリューション事業について、収支の明確化を図る。 

 

（５） 「ＢＣＭ推進室」を新設し、有事における事業活動の継続と社会的使命の遂行に備える。 

 

（６） 「技術研究所」に技術開発業務を集中化し、受注獲得に寄与するコスト低減・差別化技術の

開発とスピーディーな展開を図る。 

 

２．各部門の役割 

（１） 内部統制推進室 

    内部統制推進室は、コンプライアンス経営の推進および内部統制システムの整備・点検・ 

改善を所管する。 

（２） ＢＣＭ推進室 

    ＢＣＭ推進室は、有事に備え事業継続マネジメントを推進する。 

（３） 管理本部 

管理本部は、経営戦略の策定・遂行および経営基盤の強化を図る。 

（４） 営業総本部 

営業総本部は、全社営業政策の企画・立案、受注予算編成・管理等の支援・管理業務に加え、

全国展開する法人企業、中央官庁および首都圏エリアの顧客を対象とした営業活動を行う。

また、不動産開発事業を所管する。 
（５） 安全環境品質部 

安全環境品質部は、全社の安全衛生管理、環境・品質マネジメントを推進する。 
（６） 技術研究所 

技術研究所は、研究開発に関する全社統括管理および個別の研究開発の実施、保有技術の展

開を推進する。 
（７） 土木総本部 

土木総本部は、全社土木に関する施策の企画・立案、土木予算の編成・管理、各種技術支援

および技術員教育等の支援を行う。 
（８） 建築総本部 

建築総本部は、全社建築に関する施策の企画・立案、建築予算の編成・管理、各種技術支援

および技術員教育等の支援を行う。また、意匠・構造・設備設計業務のほか、首都圏エリア

工事の調達・見積業務を一元的に所管する。 
（９） 支店 

各支店は、それぞれ管轄エリア案件を所管し、利益責任部署としての責任を負う。 
（１０）鉄道建設事業部 

鉄道建設事業部は、首都圏エリアにおける鉄道関連工事（建築含む）を所管し、利益責任部

署としての責任を負う。 
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（１１）住宅事業部 
住宅事業部は、現行住宅本部の業務を所管し、利益責任部署としての責任を負う。 

（１２）二子開発建設事務所 
二子開発建設事務所は、二子玉川再開発事業に関連する工事を所管し、利益責任部署として

の責任を負う。 
（１３）国際部 

国際部は、現在の海外展開エリア（タイ、インドネシア、シンガポール）を中心とした地域

における工事（ＰＭ・ＣＭ等含む）を所管し、利益責任部署としての責任を負う。また、外

国法人等が実施する国内工事についての支援を行う。 
（１４）ソリューション部 

ソリューション部は、ＩＴ・ＩＣソリューション事業のほか、環境・エネルギー事業等の周

辺事業を所管し、利益責任部署としての責任を負う。 
 
３．本社部門の組織について 
（１）管理本部 

「管理本部」に、「経営企画部」「総務部」「法務部」「人事部」「財務部」を設置する。 
①「経営企画部」には、現行の経営企画室の業務に加え、事業管理部における事業管理に関す

る業務を移管する。 
 

（２）営業総本部 
「営業総本部」に、「営業推進本部」「土木営業本部」「第一建築営業本部」「第二建築営業本部」「グ

ループ営業本部」を設置する。 
①「営業推進本部」に現行の営業本部営業企画部の業務に加え、首都圏本部の営業企画、企画

設計業務および建設ソリューション事業部開発部の業務を移管する。 
②「土木営業本部」に現行の営業本部土木統括営業部の業務に加え、首都圏本部の土木営業お

よび鉄道本部の鉄道土木営業に関する業務を移管する。 
③「第一建築営業本部」に現行の営業本部法人統括営業部の一部の業務に加え、首都圏本部の

民間営業部、東京支店の営業に関する業務および鉄道本部の鉄道建築営業に関する業務を

移管する。 
④「第二建築営業本部」に現行の営業本部建築統括営業部の業務および法人統括営業部の一部

の業務に加え、首都圏本部の横浜支店、東関東支店、関東支店の営業に関する業務を移管

する。 
⑤「グループ営業本部」に現行の首都圏本部のグループ営業部、田園都市支店の営業に関する

業務およびプロジェクト推進室渋谷開発部の業務を移管する。 
 
（３）技術研究所 

「技術研究所」は全社研究開発に関する統括業務に加え、現行の技術本部土木エンジニアリング部、

建築エンジニアリング部および機械技術部における研究開発業務を移管する。 
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（４）土木総本部 
「土木総本部」に、現行の組織より以下の業務内容を移管する。 
① 事業管理部における、全社土木に関する施策の企画・立案、土木予算の編成・管理および

技術員教育等の支援業務。 
② 技術本部土木エンジニアリング部および首都圏本部土木事業部における土木設計・入札対

応・積算・計画業務および各種技術支援業務。 
③ 技術本部機械技術部における機材運営・機械施工に関する技術支援業務。 

 
（５）建築総本部 

「建築総本部」に「建築本部」「設計本部」を設置する。 
  ① 「建築本部」に、現行の組織より以下の業務内容を移管する。 

イ．事業管理部における、全社建築に関する施策の企画・立案、建築予算の編成・管理およ

び技術員教育等の支援業務。 
ロ．首都圏本部ＣＳセンターおよびコストセンターならびに施工統括部における品質管理・

原価企画活動推進・工事施工支援の業務。 
ハ．首都圏本部施工統括部およびプロジェクト推進室における施工図・施工計画・技術提案

に関する業務。 
ニ．首都圏本部コストセンターにおける外注・資材の調達および建築・設備の見積に関する

業務。 
ホ．首都圏本部ＣＳセンターにおける営繕・アフターに関する業務。 
ト．技術本部設備部における設備関連技術の統括・開発業務のほか、首都圏本部施工統括部

における設備工事管理業務。 
チ．首都圏本部リニューアル事業部における技術提案・工事提案・見積等の業務。 
リ．技術本部建築エンジニアリング部における躯体および仕上に関する技術支援業務。 

②「設計本部」に現行の技術本部建築設計部、構造設計部、設備設計部における意匠・構造・ 
設備設計業務および各設計部の管理・調整業務を移管する。 



　○人事異動について（平成20年4月1日付）

役員の異動

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏  名

▽ 技師長 技術本部長 取締役兼常務執行役員 奥冨　修一

▽ 管理本部長（ソリューション部担当）
（経営企画室・総務部・法務部・人事部・
財務部担当）

取締役兼執行役員（内部統制推進室担当） 堀江　俊一

▽ 管理本部副本部長 営業本部副本部長 執行役員 本橋　唯弘

▽ 営業総本部長兼営業推進本部長
（営業統括、事業管理部・大阪支店・札幌支店・東北支
店・名古屋支店・九州支店担当） 代表取締役兼専務執行役員 飯名　隆夫

▽ 営業総本部営業推進本部副本部長 建設ソリューション事業部長 執行役員 草野　晴紀

▽ 営業総本部土木営業本部長
営業本部副本部長兼土木統括営業部長
兼首都圏本部副本部長

取締役兼執行役員 臼田　總一郎

▽ 営業総本部土木営業本部副本部長 鉄道本部建設部長 執行役員 鈴木　高志

▽ 営業総本部第一建築営業本部長 営業本部長 取締役兼常務執行役員 中村　俊治

▽ 営業総本部第二建築営業本部長 営業本部副本部長兼法人統括営業部長 常務執行役員 岡本　文雄

▽ 営業総本部グループ営業本部長 札幌支店長 執行役員 針谷　良一

▽ 技術研究所副所長 大阪支店長 執行役員 沢田　隆志

▽ 土木総本部長（BCM推進室担当） 鉄道本部長 取締役兼常務執行役員 飯塚　恒生

▽ 建築総本部長（国際部担当）
（東急グループ営業統括、施工統括、建設ソリューショ
ン事業部担当）

代表取締役兼専務執行役員（安全環境品質
部担当） 本村　正二郎

▽ 建築総本部建築本部長 首都圏本部コストセンター長 執行役員 清水　昌博

▽ 建築総本部設計本部長 技術本部副本部長兼建築設計部長 常務執行役員 藤野　立夫

▽ 建築総本部設計本部副本部長 技術本部構造設計部長 執行役員 仁科　雄太郎

▽ 札幌支店長
首都圏本部副本部長兼プロジェクト推進室
長兼営業統括部長

取締役兼執行役員 浅野　和茂

▽ 東京支店長 首都圏本部副本部長兼施工統括部長 執行役員 中村　俊昭

▽ 関東支店長 首都圏本部土木事業部長 執行役員 鈴木　康司

▽ 横浜支店長 営業本部営業企画部長兼建築統括営業部長 執行役員 斉藤　和夫

▽ 大阪支店長 九州支店長 執行役員 重光　秀二

▽ 九州支店長 常勤監査役※ 大駒　武夫

▽ 住宅事業部長 住宅本部長 常務執行役員 安田　隆

▽ 二子開発建設事務所長 首都圏本部長 取締役兼常務執行役員 南口　誠三

※九州支店長就任を予定しております大駒武夫氏につきましては、現在弊社常勤監査役でありますが、本年3月31日付で辞任の予定です。

社員の異動

新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏  名

▽ 内部統制推進室次長 酒井　興作

▽ BCM推進室長 釘本　英冶

▽ 管理本部経営企画部長 事業管理部長 仁田　英夫

▽ 管理本部総務部長 君山　功

▽ 管理本部人事部長 総務部長 小林　聖宣

▽ 営業総本部営業推進本部副本部長 人事部長 伊東　俊紀

▽ 建築総本部設計本部副本部長 藤田　信治

▽ 札幌支店副支店長 事業管理部次長 福本　定男

▽ 千葉支店長 石堂　久男

▽ 田園都市支店長 長濱　文也

▽ 九州支店副支店長 九州支店営業部長 岩石　哲郎

▽ 鉄道建設事業部長 鉄道本部建設部営業第一部長 石橋　栄蔵

▽ 鉄道建設事業部副事業部長 井出　進一

▽ 鉄道建設事業部副事業部長 鉄道本部建設部工務部長 寺田　光宏

▽ 国際部長 建設ソリューション事業部海外部長 酒井　邦登

▽ ソリューション部長 建設ソリューション事業部新事業領域推進部長 吉田　良弘

以　上

<本件に関する問合せ先>  経営企画室 広報グループ   君山、下原   ℡ ０３－５４６６－５００５
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東急建設株式会社 業務組織図(平成20年4月1日付)
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監 査 役 監査役事務局

鉄道建設事業部
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法　務　部
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（参 考）

業務執行体制表（平成20年4月1日付）

取締役 執行役員 担当・委嘱・役職 氏名

代表取締役社長 市川　正美

代表取締役 専務執行役員 建築総本部長（安全環境品質部、国際部担当） 本村正二郎

代表取締役 専務執行役員 営業総本部長 兼営業推進本部長 飯名　隆夫

取締役 常務執行役員 技師長 奥冨　修一

取締役 常務執行役員 営業総本部第一建築営業本部長 中村　俊治

取締役 常務執行役員 二子開発建設事務所長 南口　誠三

取締役 常務執行役員 土木総本部長（ＢＣＭ推進室担当） 飯塚　恒生

取締役 執行役員 札幌支店長 浅野　和茂

取締役 執行役員 技術研究所長 杉野　潔

取締役 執行役員 営業総本部土木営業本部長 臼田總一郎

取締役 執行役員 管理本部長（内部統制推進室、ソリューション部担当） 堀江　俊一

取締役（社外） 東京急行電鉄㈱ 代表取締役副社長 八方　隆邦

取締役（社外） 東京急行電鉄㈱ 専務取締役 中原　徹郎

取締役（社外） 世紀東急工業㈱ 代表取締役会長 奥澤　靖司

取締役（社外） フェニックス・キャピタル㈱ 代表取締役ＣＥＯ 渡邊　彰

常務執行役員 土木技術担当 山縣　敬二

常務執行役員 土木技術担当 振井　茂宏

常務執行役員 土木技術担当 梅崎　哲哉

常務執行役員 建築技術担当 林　孝夫

常務執行役員 土木技術担当 森藤　眞治

常務執行役員 営業担当 古内　秀昌

常務執行役員 住宅事業部長 安田　隆

常務執行役員 名古屋支店長 杉岡　俊策

常務執行役員 営業総本部第二建築営業本部長 岡本　文雄

常務執行役員 建築総本部設計本部長 藤野　立夫

執行役員 技術研究所副所長 沢田　隆志

執行役員 土木総本部総合計画部長 刀根　吉次

執行役員 営業総本部営業推進本部副本部長 草野　晴記

執行役員 建築総本部設計本部副本部長 仁科雄太郎

執行役員 管理本部副本部長 本橋　唯弘

執行役員 大阪支店長 重光　秀二

執行役員 横浜支店長 斉藤　和夫

執行役員 営業総本部グループ営業本部長 針谷　良一

執行役員 関東支店長 鈴木　康司

執行役員 営業総本部土木営業本部副本部長　兼鉄道営業部長 鈴木　高志

執行役員 建築総本部建築本部長 清水　昌博

執行役員 東京支店長 中村　俊昭

執行役員 九州支店長 大駒　武夫




