
各　　位

Ⅰ．組織改正（1月1日付）

１．本社の組織改正

２．資源環境事業本部の組織改正

３．木材建材事業本部の組織改正

2022年11月29日

当社は、2022年11月29日開催の取締役会において、以下のとおり、2023年1月1日付、及び2023年3月30日付（内定）
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 光吉 敏郎
（コード番号 1911 東証プライム）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 堀井 俊宏

（１）「法務部」の新設

長期ビジョンと中期経営計画に基づく今後の事業拡大に対応し、グループ本社としての法務機能強化を目的として、

「総務部」から契約法務機能を分離し「法務部」を新設する。

（２）「知的財産室」を「法務部知的財産室」に移設

「法務部」新設に伴い、契約法務と親和性があり、益々重要性の高まる知的財産業務を分掌する「知的財産室」を

「法務部知的財産室」とし、契約法務と一体となって契約案件への対応力を強化する。

（１）「山林部」の名称変更、「海外資源部」の廃止

国内外の森林資源の多様な活用に向けた体制整備を図るため、「海外資源部」の機能を「山林部」に移管し、「山林部」を

「森林資源部」に名称変更する。

（２）「脱炭素事業企画室」の名称変更

山林部のコンサルティング機能を移管し、脱炭素ビジネスの事業化をさらに加速するため、「脱炭素事業企画室」を

「脱炭素事業部」に名称変更する。

（１）「事業開発部」の新設及び「製造部」の廃止

製造事業に関する新規プロジェクトの企画・調査・開発等を一元的に行う組織として、 「事業開発部」を新設する。

「事業開発部」の新設に伴い、「製造部」を廃止する。

（２）「ソリューション営業部」の新設並びに「国内営業部」及び「特販推進部」の廃止

「国内営業部」、「特販推進部」及び「業務企画部」の一部機能を統合し、「ソリューション営業部」を新設する。新規の

商流開拓、商品・サービスの開発等の機能強化を図り、仕入先・販売先が抱える課題を解決するコンサルティング機能を

重視する。

（３）「木材営業部」の廃止

木材・建材の仕入れ及び販売機能を一体化し、商品別の専門性を高め機能集約による効率化を図るため「木材営業部」

の機能を「産業資材営業部」に移管し、「木材営業部」を廃止する。

（4）「業務企画部サポートセンター」の新設

事務体制の見直しと業務効率化を図るため、全国の営業事務及び会計事務を束ねる統括組織として、「業務企画部」の

配下に「業務企画部サポートセンター」を新設する。

（5）「特販推進部木構造推進室」の廃止

「特販推進部木構造推進室」を廃止する。
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４．住宅・建築事業本部の組織改正

５．海外住宅・不動産事業本部及び住宅・建築事業本部の組織改正

（１）「建築事業部」、「建築企画部」及び「建築部」の移設

中大規模木造建築事業の拡大と国内外の不動産開発事業を新たな収益の柱として育成・強化し、両事業の経営資源

・機能を一体化した組織運営を図るため、「住宅・建築事業本部」配下の「建築事業部」、「建築企画部」及び「建築部」を

「海外住宅・不動産事業本部」に移設する。

（２）「海外住宅・不動産事業本部」、「住宅・建築事業本部」及び「海外管理部」の名称変更

（1）に伴い、「海外住宅・不動産事業本部」は海外の住宅事業の他に、国内外で建築事業及び不動産開発事業を行うこと

になるため、同本部の名称を「海外住宅・建築・不動産事業本部」に変更し、「住宅・建築事業本部」の名称を「住宅事業

本部」に変更する。また、「海外管理部」を「事業管理部」に名称変更する。

（１）「イノベーション推進部」の新設

住宅・建築事業本部全体のイノベーションを推進するため、「イノベーション推進部」を新設する。「イノベーション推進部」を

新設することに伴い、「生産イノベーション推進室」をイノベーション推進部の配下に移設する。
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Ⅱ．人事異動（１月1日付）

１．役付役員・役員の担当、委嘱業務等の異動（１月1日付）

［新］ ［旧］

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・法務・秘書・ 生活サービス本部　管掌　兼　総務・秘書・渉外・ 佐藤　　建

渉外・人財開発・D&I・ITソリューション・内部監査　担当 人事・IT ソリューション・知的財産・内部監査　担当

取締役 取締役

専務執行役員 常務執行役員 ｶﾜﾑﾗ　ｱﾂｼ

木材建材事業本部　管掌　兼　筑波研究所　担当　兼 木材建材事業本部　管掌　兼　筑波研究所　担当　兼 川村　　篤

海外住宅・建築・不動産事業本部長　委嘱 海外住宅・不動産事業本部長　委嘱

取締役 取締役 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾛｳ

常務執行役員 常務執行役員 髙橋　  郁郎

住宅事業本部長　委嘱 住宅・建築事業本部長　委嘱

常務執行役員 常務執行役員 ﾋｶﾞｷ　ﾀｶﾋｻ

住宅事業本部副本部長 住宅・建築事業本部副本部長（グループオーナー推進・ 桧垣　　隆久

（イノベーション推進・資材開発　統括）　委嘱 生産イノベーション・資材開発　統括）　委嘱

常務執行役員 執行役員 ｲﾜｻｷ ｱﾂｼ

海外住宅・建築・不動産事業本部副本部長（北米事業　担当） 海外住宅・不動産事業本部副本部長（北米事業　担当）　委嘱 岩崎　　淳

委嘱　兼　アメリカ住友林業 取締役社長　兼 戸建事業部長　 兼　アメリカ住友林業 取締役社長　兼　戸建事業部長　

執行役員 常務執行役員 ﾀｶｷﾞﾘ　ｸﾆﾋｺ

内部監査担当役員付 生活サービス本部長　委嘱 髙桐　　邦彦

執行役員 執行役員 ｻｲｼｭｳ  ｼﾞｭﾝｺ

法務部長　兼　法務部知的財産室長　委嘱 女性活躍・ダイバーシティ推進　担当　 西周　  純子

兼　知的財産室長　委嘱

執行役員 執行役員 ｲﾇｲ ｹﾝｼﾞ

海外住宅・建築・不動産事業本部副本部長（海外建築技術　統括） 海外住宅・不動産事業本部副本部長（海外建築技術　統括） 乾　　憲司

兼　同本部アジア・オセアニア事業推進部長　委嘱 兼　同本部アジア・オセアニア事業推進部長　委嘱

２．役員・監査役の就任及び退任、役員の担当、委嘱業務の異動　（3月30 日付）

［新］ ［旧］（1月1日時点）

ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ

取締役　就任　（非常勤　社外取締役） 豊田　  祐子

ﾋﾗｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ

取締役　退任　（非常勤　社外取締役） 取締役　（非常勤　社外取締役） 平川　　純子

執行役員　就任 理事 ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｵ

理事　退任 生活サービス本部長 間庭　　和夫　

生活サービス本部長　委嘱

執行役員　退任 執行役員 ﾀｶｷﾞﾘ　ｸﾆﾋｺ

内部監査担当役員付 髙桐　　邦彦

監査役　就任 理事 ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ

理事　退任 内部監査担当役員付 角元　　俊雄

監査役　退任 監査役 ﾄｳｲ ﾉﾘｱｷ

東井　　憲彰

＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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) 代表取締役会長

光吉　　敏郎 (ﾐﾂﾖｼ　ﾄｼﾛｳ) 代表取締役社長

佐藤　　建 (ｻﾄｳ　ﾀﾂﾙ) 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

髙橋　  郁郎 (ﾀｶﾊｼ ｲｸﾛｳ) 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）

栗原　　美津枝 (ｸﾘﾊﾗ　ﾐﾂｴ) 取締役（非常勤　社外取締役）

豊田　  祐子 (ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｺ) 取締役（非常勤　社外取締役）
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＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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 常任監査役

角元　　俊雄 監査役

皆川　　芳嗣 監査役（非常勤　社外監査役）

鐵　　　義正 監査役（非常勤　社外監査役）

松尾　　眞 監査役（非常勤　社外監査役）

＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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

佐藤　　建 執行役員副社長

川田　　辰己 専務執行役員

川村　　篤 専務執行役員

髙橋　  郁郎 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

田中　　耕治 常務執行役員

西川　　政伸 常務執行役員

岩崎　　淳 常務執行役員

西周　  純子 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

島原　　卓視 執行役員

戸崎　　富雄 執行役員

大谷　　信之 執行役員

飯塚　　優子 執行役員

乾　　  憲司 執行役員

間庭　　和夫　 執行役員

３．理事の就任及び退任（3月30日付）

[就任予定者]

ｲﾏｲ ｸﾆｵ

今井　邦雄 海外住宅・建築・不動産事業本部副本部長　兼　同本部建築事業部長　兼　同本部建築事業部建築部長　

ﾉｷﾞﾜ ﾐﾕｷ

野際　みゆき 人事部働きかた支援室長

[退任予定者]

ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ

清水　　孝一 住友林業ホームテック㈱常任監査役　兼　住友林業情報システム㈱監査役

兼　内部監査担当役員付

ﾏﾆﾜ　ｶｽﾞｵ

間庭　　和夫　生活サービス本部長

ｶｸﾓﾄ ﾄｼｵ

角元　　俊雄 内部監査担当役員付

ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

安部　　智 木材建材事業本部事業開発部　部長

＜参考＞ 上記就退任に伴い、3月30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。

町野　　良治 (ﾏﾁﾉ　ﾘｮｳｼﾞ) スミリンケアライフ㈱代表取締役社長　　　

岡田　　尊志 (ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部大阪営業部長　

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) 住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長

大野　　裕一郎 (ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ) Nelson Pine Industries Ltd. 取締役　兼　ニュージーランド住友林業 取締役社長

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　　　

永江　　剛史 (ﾅｶﾞｴ ﾂﾖｼ) 木材建材事業本部事業開発部長

鎌田　　隆 (ｶﾏﾀﾞ ﾀｶｼ) 木材建材事業本部東京営業部長

杉山　　和弘 (ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ) 住友林業ホームテック㈱取締役常務執行役員

大宮　　聡 (ｵｵﾐﾔ ｻﾄｼ) お客様相談室長

坂牧　　俊哉 (ｻｶﾏｷ ﾄｼﾔ) 住宅事業本部技術商品開発部長　兼　筑波研究所　副所長

西原　　宏樹 (ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ) 住宅事業本部生産統括部長

加藤　　剛 (ｶﾄｳ ﾂﾖｼ) 資源環境事業本部副本部長　兼　同本部脱炭素事業部長　

新堂　　康之 (ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ) 新事業戦略開発室長

髙橋　　昌一 (ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ) 筑波研究所長　

今井　　邦雄 (ｲﾏｲ ｸﾆｵ) 海外住宅・建築・不動産事業本部副本部長　兼　同本部建築事業部長　

兼　同本部建築事業部建築部長　

野際　　みゆき (ﾉｷﾞﾜ ﾐﾕｷ) 人事部働きかた支援室長
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４．部室長・支店長等の人事異動(1月1日付）

新　　　職 旧　　職 氏　　名

■2023年1月1日付

理事　生活サービス本部長 理事　スミリンフィルケア㈱代表取締役社長 間庭　和夫

理事　内部監査担当役員付 理事　総務部長 角元　俊雄

理事　木材建材事業本部事業開発部長 理事　住友林業ホームテック㈱取締役専務執行役員 永江　剛史

理事　木材建材事業本部事業開発部　部長 理事　木材建材事業本部製造部長 安部　智

理事　住宅事業本部技術商品開発部長　兼　筑波研究所　副所長 理事　住宅・建築事業本部技術商品開発部長　兼　筑波研究所住宅技術商品開発センター長 坂牧　俊哉

総務部長　兼　法務部　部長 総務部　グループマネージャー 二階堂　敬

資源環境事業本部資源環境管理部長
資源環境事業本部資源環境管理部　グループマネージャー　兼　品質・安全マネジメント室
マネージャー

武田　英周

資源環境事業本部森林資源部長 Tasman Pine Forests Ltd.取締役社長 西村　千

木材建材事業本部業務企画部サポートセンター長
木材建材事業本部業務企画部　グループマネージャー　兼　経営企画部業務革新室　マネー
ジャー

三浦　晃嗣

木材建材事業本部事業開発部　部長 木材建材事業本部木材営業部長 安永　友充

木材建材事業本部ソリューション営業部長 木材建材事業本部国内営業部長 北川　喜夫

木材建材事業本部住宅・建設資材営業部長
木材建材事業本部東北支店長　兼　営業グループ　グループマネージャー　兼　北東北営業所
長

高橋　信也

木材建材事業本部東京営業部　部長 木材建材事業本部中部営業部長 長野　頼親

木材建材事業本部中部営業部長 資源環境事業本部海外資源部長 月原　嘉彦

木材建材事業本部東北支店長 木材建材事業本部東北支店営業グループ　チームマネージャー 牧野　太紀

木材建材事業本部四国支店長 木材建材事業本部大阪営業部営業グループ　グループマネージャー 坂田　大樹

海外住宅・建築・不動産事業本部副本部長　兼　同本部建築事業部長　兼　建築事業部建築部長 住宅・建築事業本部建築事業部長　兼　建築企画部長　兼　建築部長 今井　邦雄

海外住宅・建築・不動産事業本部建築事業部建築企画部長 木材建材事業本部特販推進部長 酒井　新

住宅事業本部営業推進部長　兼　グループオーナー推進室長 住宅・建築事業本部城南支店長 児玉　博則

住宅事業本部イノベーション推進部長 住宅・建築事業本部営業推進部長 林　知明

住宅事業本部品質保証部長 住宅・建築事業本部生産統括部　グループマネージャー 石渡　誠

住宅事業本部城南支店長 住宅・建築事業本部城南支店営業グループ　統括店長 薮田　祐三

住宅事業本部柏支店長
住宅・建築事業本部新潟支店長　兼　長岡営業所長　兼　総務グループ　グループマネー
ジャー

小木曽　成作

住宅事業本部埼玉支店長 住宅・建築事業本部柏支店長 岡田　英輔

住宅事業本部埼玉東支店長 住宅・建築事業本部静岡東支店長 前田　和秀

住宅事業本部新潟支店長
住宅・建築事業本部福島支店長　兼　いわき営業所長　兼　総務グループ　グループマネー
ジャー

菅野　敏彦

住宅事業本部福島支店長 住宅・建築事業本部福島支店営業グループ　統括店長 齋藤　宗久

住宅事業本部神戸支店長 住宅・建築事業本部グループオーナー推進室長 中西　亨

住宅事業本部岡山支店長 住宅・建築事業本部福井支店長　兼　総務グループ　グループマネージャー 三浦　博樹

住宅事業本部静岡東支店長 住宅・建築事業本部神戸支店長 早野　孝雄

住宅事業本部福井支店長 住宅・建築事業本部信州支店松本営業所長 吉岡　勉

OBT(Open Bay Timber Ltd.)取締役社長 木材建材事業本部住宅・建設資材営業部　チームマネージャー 藤田　孝志

住協ウインテック㈱ 代表取締役社長 木材建材事業本部四国支店長　兼　営業グループ　グループマネージャー 諏訪部　正樹

インドネシア住友林業 取締役社長 RPI(PT.Rimba Partikel Indonesia)取締役社長 畑中　周

RPI(PT.Rimba Partikel Indonesia)取締役社長 RPI(PT.Rimba Partikel Indonesia)取締役 高野　智史

Builder Solutions Group, LLC取締役社長 アメリカ住友林業 部長 藤田　怜

スミリンフィルケア㈱代表取締役社長 スミリンケアライフ㈱取締役執行役員 福永　匡

以上
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