平成30年12月7日
各 位
新潟市中央区一番堀通町3番地10
株 式 会 社 福
田
組
代表取締役社長 太 田 豊 彦
(コード番号 １８９９）
１．当社の人事異動等につきまして、下記の通りお知らせいたします。
[ 平成31年1月1日付 人事異動 ]

◎は本社部長級以上
新 役 職

◎新潟本店 副本店長（土木担当）
◎新潟本店 副本店長（建築担当）
兼 新潟本店 統括営業部長
兼 新潟本店 統括営業部 第二営業部長
◎東京本店 副本店長（土木担当）
兼 東京本店 土木部長
◎東京本店 副本店長（建築担当）
兼 東京本店 建築統括営業部長
◎名古屋支店 副支店長
◎営業本部 副本部長
◎土木部 工務部（ＦＰＳ統括） 部長

◎土木部 企画調達部 部長
◎建築部 技術部 部長
◎建築部 工務部（ＦＰＳ統括） 部長
新潟本店 統括営業部 第一営業部長
新潟本店 土木部 船舶部 部長
東京本店 土木部 副部長
兼 東京本店 土木部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ営業部長
東京本店 土木部 技術企画部（官庁積算担当） 部長
東京本店 土木部 技術企画部（民間積算担当） 部長
大阪支店 建築部 部長
新潟本店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部 工事部（中越担当） 部長
東京本店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部長

東北支店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部長
大阪支店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部長
九州支店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部長

現 役 職
◎土木部 工務部長（ＦＰＳ統括）
新潟本店 統括営業部長
兼 新潟本店 統括営業部 第二営業部長

継 続 職

氏
清水 浩
箱岩 晶

名

東京本店 土木部長

斎藤 秀明

東京本店 建築統括営業部長

小川 暁彦

◎営業本部 副本部長（建築・ＰＦＩ・ＰＰＰ担当）
◎営業本部 副本部長（土木担当）
◎土木部 企画調達部 部長
兼 新潟本店 土木部 土木購買部 部長
兼 新潟本店 土木部 船舶部 部長
新潟本店 土木部 工事部（中越担当） 部長
◎建築部 工務部（ＦＰＳ統括） 部長
兼 ◎建築部 技術部 部長
新潟本店 建築部 ｺｽﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ部 副部長
新潟本店 統括営業部 第一営業部 部長
新潟本店 土木部 船舶部 課長
東京本店 土木部 副部長

竹部 隆一
八木野 忠人
石黒 忠篤

東京本店 土木部 技術企画部 部長
東京本店 土木部 技術企画部 土木見積課長
新潟本店 建築部 工事部（中越担当） 上席工事所長
新潟本店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部 工事部 上席工事所長
◎執行役員 東京本店 副本店長
兼 東京本店 企画営業部長
兼 東京本店 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ営業部長
東北支店 参与
大阪支店 建築部 部長
九州支店 建築部 上席工事所長

竹内 達也
光岡 修
佐久間 和夫
池田 洋輔
湯浅 次男

鈴木 昭二
秋山 靖弘
小島
菊池
児玉
岩川

久佳
由典
俊幸
智

猪股 幸司
嶌本 真也
大川 恭司

[ 平成31年2月1日付 人事異動 ]
新 役 職
新潟本店 土木部 工事部（中越担当） 部長
東京本店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部 営業部 部長

現 役 職
東北支店 土木部 工事課 上席工事所長
新潟本店 ﾘﾆｭｰｱﾙ事業部 営業部 部長

継 続 職

現 役 職
東京本店 建築部 工事部 次長
新潟本店 建築部 建築購買部 部長
名古屋支店 建築部 部長
新潟本店 建築部 工事部（新潟担当） 部長
大阪支店 建築部 上席工事所長

継 続 職

氏 名
近藤 哲英
関 恒男

[ 平成31年4月1日付 人事異動 ]
新 役 職
新潟本店 建築部 工事部（新潟担当） 部長
新潟本店 建築部 工事部（中越担当） 部長
新潟本店 建築部 建築購買部 部長
東北支店 建築部 部長
名古屋支店 建築部 部長

井塚
星野
川崎
飯野
仙波

氏 名
吉見
洋志
義之
良夫
崇

主な人事異動内容
1）新潟本店、東京本店にそれぞれ土木担当と建築担当の副本店長を新任
2）東京本店、東北支店、大阪支店、九州支店にリニューアル事業部を新設

【問い合わせ先】
株式会社福田組 総務人事部長 岩﨑 勝彦
電話 ０２５−２６６−９１１１

