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Ⅰ．組織改正（4月1日付）

１．本社・資源環境事業本部の組織改正

２．住宅・建築事業本部の組織改正

2020年2月28日

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、以下のとおり、4月1日付組織改正および人事異動を決定
致しましたので、お知らせします。

会 社 名 住 友 林 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長 市川 晃
（コード番号 1911 東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 大野 裕一郎
（TEL：03-3214-2270）

（１）「品質・安全マネジメント室」の新設

①品質マネジメントシステムであるISO9001と労働安全衛生マネジメントシステムであるISO45001の手法を活用し、

現場の安全管理体制を強化する社長直轄の組織として「品質・安全マネジメント室」を新設する。

②「品質・安全マネジメント室」は当社グループ全体に指導・助言を行うことにより、品質問題及び労災事故等の

撲滅を推進する。

（２）「森林・緑化研究センター」の移管

SDGs・ESGに対する意識が高まってきている中、生物多様性・持続可能性に配慮した事業への新たな取り組みに

対し、事業本部を横断して推進するべく資源環境事業本部「森林・緑化研究センター」を本社組織に移管し、新事業

戦略開発室の配下とする。

（１）「グループオーナー推進室」の新設

国内の住宅市場は縮小し新規顧客が減少する中、グループ全体の既存顧客に対して、お客様目線で継続した

つながりを重視したより良いサービスを提供できる体制を構築し、ストック型ビジネスの拡大を促進するべく、「グループ

オーナー推進室」を新設する。

（２）「建築市場開発部」の新設及び「市場開発部」と「木化推進部」の廃止

「市場開発部」及び「木化推進部」の非住宅建築事業に関する役割・機能を見直し、小規模から中大規模建築物

までの非住宅建築事業全般を担う組織を一本化するべく、「建築市場開発部」を新設する。これに伴い、「市場開

発部」及び「木化推進部」を廃止する。

（３）「防災対策室」の新設

①災害等の有事に備えた分析・調査・検証等の防災対策を平時より実施し、有事の際、迅速かつ適切に対応するため

「防災対策室」を新設し、生産統括部の配下とする。

②「防災対策室」は、平時より、有事に備えた防災対策の実施を各支店・各社に対して指示し災害の原因分析や

改善策を検討・策定する。また、住宅・建築事業本部の各部門・住宅関係会社に有事が起こった際は、当該

部門・関係会社を指揮し、迅速かつ適切に対応することで災害による被害を最小限に抑える。

（４）「安全環境・検査室」の名称変更

「安全環境・検査室」を「安全・環境・検査室」に改称する。
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３．新機構図（4月1日付）
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Ⅱ．人事異動（4月1日付）

１．役員の担当、委嘱業務等の異動（4月1日付）
［新］ ［旧］

ﾔﾉ　ﾘｭｳ

取締役相談役 代表取締役会長 矢野　　龍

代表取締役 ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ

代表取締役会長 執行役員社長 市川　　晃

代表取締役 取締役

執行役員社長 専務執行役員 ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ

（直轄：新事業戦略開発室・お客様相談室・ 住宅・建築事業本部長　委嘱 光吉　　敏郎

品質･安全マネジメント室）

代表取締役 代表取締役

執行役員副社長 執行役員副社長 ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ

資源環境事業本部　管掌　兼　木材建材事業本部長　委嘱 資源環境事業本部　統轄　兼　海外住宅・不動産事業本部長　委嘱 笹部　　茂

代表取締役 代表取締役

執行役員副社長 執行役員副社長 ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ

生活サービス本部　管掌　兼　総務・秘書・渉外・ 総務・人事・ITソリューション・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当 佐藤　　建

人事・ITソリューション・知的財産・内部監査・筑波研究所　担当

取締役 取締役

常務執行役員 常務執行役員 ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ

住宅・建築事業本部　管掌　兼　経営企画・財務・ 経営企画・財務・コーポレート・コミュニケーション・サステナビリティ推進 川田　　辰己

コーポレート・コミュニケーション・サステナビリティ推進　担当 担当

取締役 取締役

執行役員 専務執行役員 ﾜﾀﾞ　ｹﾝ

社長付 生活サービス本部　統轄 和田　　賢

兼　ＴＯＰ２０２０推進・秘書・渉外　担当

取締役 取締役

執行役員 常務執行役員 ﾌｸﾀﾞ　ｱｷﾋｻ

社長付 木材建材事業本部長　委嘱 福田　　晃久

常務執行役員 常務執行役員 ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ

海外住宅・不動産事業本部長　委嘱 北米事業　担当　兼　海外住宅・不動産事業本部副本部長　委嘱 川村　　篤

常務執行役員 常務執行役員 ﾋｶﾞｷ　ﾀｶﾋｻ

住友林業レジデンシャル㈱　代表取締役社長 生活サービス本部長　委嘱 桧垣　　隆久

常務執行役員 執行役員 ﾀｶｷﾞﾘ　ｸﾆﾋｺ

生活サービス本部長　委嘱 住友林業レジデンシャル㈱　代表取締役社長 髙桐　　邦彦

常務執行役員 執行役員 ﾀｶﾊｼ　ｲｸﾛｳ

住宅・建築事業本部長　委嘱 住宅・建築事業本部副本部長 髙橋　  郁郎

（人財開発・市場開発・技術商品開発　統括）

　兼　同本部営業推進部長　兼　設計推進部長　委嘱

執行役員 執行役員 ﾀﾌﾞｾ　ﾏｻﾕｷ

木材建材事業本部長付 木材建材事業本部副本部長　委嘱 田伏　　正幸

執行役員 執行役員 ﾎｿﾔ　ﾖｳｲﾁ

木材建材事業本部副本部長　兼　同本部国際流通部長　委嘱 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部産業資材営業部長 細谷　　洋一

兼　国際流通部長　委嘱

3



２．役員の就任及び退任　（6月23日付）

［新］ ［旧］（4月1日時点）

取締役　就任

常務執行役員 常務執行役員 ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ

海外住宅・不動産事業本部長　委嘱 海外住宅・不動産事業本部長　委嘱 川村　　篤

執行役員　就任 理事 ｶﾐﾔ　ﾕﾀｶ

住友林業緑化㈱　代表取締役社長 住友林業緑化㈱　代表取締役社長 神谷　  豊

執行役員　就任 理事 ﾀﾅｶ　ｺｳｼﾞ

木材建材事業本部副本部長　兼　同本部東京営業部長　委嘱 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部東京営業部長 田中　　耕治

執行役員　就任

海外住宅・不動産事業本部副本部長（北米事業　担当）　委嘱 海外住宅・不動産事業本部副本部長（北米事業　担当）　 ｲﾜｻｷ　ｱﾂｼ

兼　アメリカ住友林業　取締役社長　 兼　アメリカ住友林業　取締役社長　 岩崎　　淳

取締役相談役　退任 取締役相談役 ﾔﾉ　ﾘｭｳ

最高顧問　就任 矢野　　龍

取締役・執行役員　退任 取締役・執行役員 ﾜﾀﾞ　ｹﾝ

顧問　就任 社長付 和田　　賢

取締役・執行役員　退任 取締役・執行役員 ﾌｸﾀﾞ　ｱｷﾋｻ

常任監査役　就任 社長付 福田　　晃久

執行役員　退任 執行役員 ﾀﾌﾞｾ　ﾏｻﾕｷ

木材建材事業本部参事 木材建材事業本部長付 田伏　　正幸

ﾊﾔﾉ　ﾋﾄｼ

常任監査役　退任 常任監査役 早野　　均

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月23日開催予定の定時株主総会・取締役会の決議を経て決定する取締役は次の通りとなります。

市川　　晃 (ｲﾁｶﾜ　ｱｷﾗ) 取締役会長（代表取締役）

光吉　　敏郎 (ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ) 取締役社長（代表取締役）

笹部　  茂 (ｻｻﾍﾞ　ｼｹﾞﾙ) 取締役（代表取締役）

佐藤　　建 (ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ) 取締役（代表取締役）

川田　　辰己 (ｶﾜﾀ　ﾀﾂﾐ) 取締役

川村　　篤 （ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ） 取締役

平川　　純子 (ﾋﾗｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ) 取締役（非常勤　社外取締役）

山下　　泉 (ﾔﾏｼﾀ　ｲｽﾞﾐ) 取締役（非常勤　社外取締役）

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月23日開催予定の定時株主総会の決議を経て決定する監査役は次の通りとなります。

福田　　晃久 (ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ) 常任監査役

東井　　憲彰 (ﾄｳｲ ﾉﾘｱｷ) 監査役

皆川　　芳嗣 (ﾐﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ) 監査役（非常勤　社外監査役）

鐵　　　義正 (ﾃﾂ ﾖｼﾏｻ) 監査役（非常勤　社外監査役）

松尾　　眞 (ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ) 監査役（非常勤　社外監査役）

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月23日開催予定の定時株主総会・取締役会の決議を経て決定する執行役員は次の通りとなります。

光吉　　敏郎 執行役員社長

笹部　  茂 執行役員副社長

佐藤　　建 執行役員副社長

川田　　辰己 常務執行役員

川村　　篤 常務執行役員

関本　　暁 常務執行役員

徳永　　完平 常務執行役員

桧垣　　隆久 常務執行役員

髙桐　　邦彦 常務執行役員

髙橋　  郁郎 常務執行役員

町野　　良治 執行役員

沼崎　　秋生 執行役員

西周　  純子 執行役員

清水　　孝一 執行役員

堀田　　一隆 執行役員

細谷　　洋一 執行役員

神谷　  豊 執行役員

田中　　耕治 執行役員

岩崎　　淳 執行役員

4



３．理事の就任及び退任（6月23日付）

[就任予定者]

ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ

櫻井　　清史 住友林業ホームサービス㈱　代表取締役社長　　　

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

西川　　政伸 資源環境事業本部海外資源部長

ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ

角元　　俊雄 総務部長

ﾄｻﾞｷ ﾄﾐｵ

戸崎　　富雄 住宅・建築事業本部住宅企画部長

ﾅｶﾞｴ ﾂﾖｼ

永江　　剛史 経営企画部長

[退任予定者]

ｶﾀﾔﾏ  ﾉﾌﾞﾕｷ

片山    信幸 住友林業ホームテック㈱　理事

ｶﾐﾔ　ﾕﾀｶ

神谷　  豊 住友林業緑化㈱　代表取締役社長

ﾊﾌﾞﾁ　ﾌﾐﾄｼ

羽渕　  文敏 住宅・建築事業本部建築市場開発部　技師長

ﾋｸﾞﾁ　ｽｽﾑ

樋口　　進 住友林業建築技術専門校　校長

ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

田中　　耕治 木材建材事業本部副本部長　兼　同本部東京営業部長

＜参考＞ 上記就退任に伴い、6月23日付の理事予定者は次の通りとなります。

＊子会社人事は各社の株主総会後の予定です。

島原　  卓視 (ｼﾏﾊﾗ　ﾀｸﾐ) 住友林業アーキテクノ㈱ 代表取締役社長

小松　  正明 (ｺﾏﾂ　ﾏｻｱｷ) 木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長

加藤　　常孝 (ｶﾄｳ　ﾂﾈﾀｶ) 住宅・建築事業本部人財開発部　技師長　兼　設計推進部　技師長　

中嶋　　一郎 (ﾅｶｼﾞﾏ　ｲﾁﾛｳ) 筑波研究所長

間庭　　和夫　 (ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｵ) スミリンフィルケア㈱ 代表取締役社長

金森　　朗 (ｶﾅﾓﾘ ｱｷﾗ) 住友林業情報システム㈱ 代表取締役社長

岡田　　尊志 (ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部国内流通部長

羽田　　一成 (ﾊﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ) 人事部長

吉田　　浩 (ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ) 住宅・建築事業本部建築市場開発部長　　　

大野　　裕一郎 (ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ) 木材建材事業本部産業資材営業部長　　

櫻井　　清史 (ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ) 住友林業ホームサービス㈱ 代表取締役社長　　　

西川　　政伸 (ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ) 資源環境事業本部海外資源部長

角元　　俊雄 (ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ) 総務部長

戸崎　　富雄 (ﾄｻﾞｷ ﾄﾐｵ) 住宅・建築事業本部住宅企画部長

永江　　剛史 (ﾅｶﾞｴ ﾂﾖｼ) 経営企画部長
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４．部室長・支店長等の人事異動（4月1日付）

新　　　職 旧　　職 氏　　名

理事　木材建材事業本部副本部長　兼　同本部東京営業部長 理事　木材建材事業本部東京営業部長 田中　耕治

理事　木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長
理事　木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長　兼　ホームエクスプレス構造設
計㈱代表取締役社長

小松　正明

理事　木材建材事業本部産業資材営業部長 理事　コーポレート・コミュニケーション部長 大野　裕一郎

理事　住宅・建築事業本部人財開発部　技師長　兼　設計推進部　技師長 理事　住宅・建築事業本部建築デザイン室　技師長 加藤　常孝

理事　住宅・建築事業本部建築市場開発部長 理事　住宅・建築事業本部東京支社長　兼　東京支社分譲住宅部長 吉田　浩

理事　住宅・建築事業本部建築市場開発部　技師長 理事　住宅・建築事業本部木化推進部長 羽渕　文敏

品質・安全マネジメント室長 住友林業クレスト㈱取締役常務執行役員 杉本　浩文

コーポレート・コミュニケーション部長
木材建材事業本部国際流通部　グループマネージャー　兼　産業資材営業部　グ
ループマネージャー

堀井　俊宏

資源環境事業本部環境・エネルギー部長
紋別バイオマス発電㈱代表取締役社長　兼　オホーツクバイオエナジー㈱代表取締
役社長

高田　晴郎

資源環境事業本部海外資源部長
Ｔａｓｍａｎ　Ｐｉｎｅ　Ｆｏｒｅｓｔｓ　Ｌｔｄ．取締役社長　兼　ニュージーランド住友林業取締
役社長

西川　政伸

海外住宅・不動産事業本部副本部長（北米事業　担当）　兼　アメリカ住友林業取
締役社長

アメリカ住友林業取締役社長 岩崎　淳

住宅・建築事業本部人財開発部長 住宅・建築事業本部住宅企画部　部長 山口　真治

住宅・建築事業本部グループオーナー推進室長 住宅・建築事業本部市場開発部長 中西　亨

住宅・建築事業本部営業推進部長 住宅・建築事業本部営業推進部　部長 林　知明

住宅・建築事業本部技術商品開発部長　兼　設計推進部長　兼　筑波研究所住
宅技術商品開発センター長

住宅・建築事業本部技術商品開発部長 坂牧　俊哉

住宅・建築事業本部生産統括部防災対策室長 住宅・建築事業本部多摩支店　副支店長 小瀧　元一

住宅・建築事業本部品質保証部安全・環境・検査室長 住宅・建築事業本部生産統括部　グループマネージャー 戸田　克己

住宅・建築事業本部東京支社長　兼　東京支社分譲住宅部長 住宅・建築事業本部千葉支店長 野口　広行

住宅・建築事業本部湘南支店長 住宅・建築事業本部城南支店　副支店長 川村　高寛

住宅・建築事業本部千葉支店長 住宅・建築事業本部人財開発部長　兼　営業推進部　部長 丸島　敏

住宅・建築事業本部柏支店長 住宅・建築事業本部水戸支店長　兼　総務Ｇ　グループマネージャー 岡田　英輔

住宅・建築事業本部水戸支店長 住宅・建築事業本部柏支店長 老川　達也

住宅・建築事業本部山形支店長　兼　庄内営業所長 住宅・建築事業本部湘南支店長 田鍋　拓磨

住宅・建築事業本部札幌支店長 住宅・建築事業本部山形支店長　兼　庄内営業所長 熊田　則夫

住宅・建築事業本部大阪南支店長 住宅・建築事業本部京都支店長 中出　大介

住宅・建築事業本部京都支店長 住宅・建築事業本部和歌山支店長　兼　総務Ｇ　グループマネージャー 中北　博章

住宅・建築事業本部和歌山支店長 住宅・建築事業本部人財開発部　チームマネージャー 神藤　周作

住宅・建築事業本部高松支店長 住宅・建築事業本部大阪南支店長 古本　治

住宅・建築事業本部鹿児島支店長 住宅・建築事業本部高松支店営業Ｇ　統括店長 武智　悟

Tasman Pine Forests Ltd.取締役社長　兼　ニュージーランド住友林業取締役社長 資源環境事業本部海外資源部　グループマネージャー 西村　千

紋別バイオマス発電㈱代表取締役社長　兼　オホーツクバイオエナジー㈱代表取
締役社長

資源環境事業本部海外資源部長 長谷川　香織

ホームエコ・ロジスティクス㈱代表取締役社長 ホームエコ・ロジスティクス㈱常務取締役 吉積　正幸

ホームエクスプレス構造設計㈱代表取締役社長 ホームエコ・ロジスティクス㈱代表取締役社長 永崎　兵衛

以上
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