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2021 年 11 月 15 日 

神鋼不動産株式会社 

 

役員等の人事について 
 

当社は、11 月 15 日に開催しました取締役会において 2021 年 12 月 1 日付にて実施する組

織の一部改正と、これに伴う役員および役職者の人事を決定しましたので、下記の通りお知らせ致

します。 

 

記 

 

１．組織の一部改正について 

 

１．本社部門 

 ・「事業企画部」を新設 

 ・「ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部」を新設 

２．（新）法人事業部 

 ・「法人事業部」を新設 

 ・「開発企画部」を「CRE 営業部」（新設）に移管・統合 

・「神鋼賃貸部」を新設 

３．（現）住宅開発事業部 

 ・「分譲推進部」を「住宅開発営業部」へ名称変更 

 ・「首都圏分譲部」を「首都圏住宅開発営業部」へ名称変更 

・「ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ部」を「技術部」に移管・統合 

４．（現）都市開発事業部 

 ・「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発部」を新設 

 ・「住宅賃貸部」を「住宅開発事業部・住宅開発営業部」に移管・統合 

・「業務・商業賃貸部」を「賃貸管理部」へ名称変更 

 

２．役員人事について 

（１）新任執行役員 

氏  名 
委   嘱   業   務 

新 旧 

片岡 剛一 取締役専務執行役員 取締役 

 

（２）取締役の分掌の内容 

役  職 氏  名 
分           掌 

新 旧 

取締役 桑原  稔 所管業務を解除 （所管）開発企画部および 

事業開発部 

取締役 片岡 剛一 所管業務を解除 （所管）開発企画部および 

事業開発部 
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（３）執行役員の委嘱業務の内容 

役  職 氏  名 
委   嘱   業   務 

新 旧 

副社長執行役員 黒須 信之 社長補佐兼ねて人事部および

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当 

社長補佐 

専務執行役員 羽山 辰夫 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部および社長特

命事項の担当（投資・開発委

員会委員長）兼ねて監査部、

品質監査部、総務部、法務部、

企画管理部、人事部、お客様

ｾﾝﾀｰおよびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当

執行役員補佐 

社長特命事項の担当（投資・

開発委員会委員長）兼ねて監

査部、品質監査部、総務部、

法務部、企画管理部、お客様

ｾﾝﾀｰの管掌執行役員補佐、人

事部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当

執行役員補佐 

専務執行役員 片岡 剛一 事業企画部の担当、法人事業

部長補佐 

 

専務執行役員 濱崎 義弘 都市開発事業部長兼ねて法人

事業部および不動産仕入部

（都市開発事業部案件）の管

掌 

都市開発事業部長兼ねて開発

企画部および不動産仕入部

（都市開発事業部案件）の管

掌、首都圏賃貸部、大阪支店

および加古川支店の担当 

専務執行役員 吉田 重郎 住宅開発事業部長兼ねて不動

産仕入部（住宅開発事業部案

件）の管掌、不動産仕入部の

担当 

住宅開発事業部長兼ねて不動

産仕入部（住宅開発事業部案

件）の管掌、不動産仕入部、

分譲推進部、首都圏分譲部、

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟおよび首都圏

ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟの担当 

常務執行役員 井上  郁夫 社長特命事項の担当兼ねて都

市開発事業部副事業部長およ

びｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部の担当執行

役員補佐 

都市開発事業部副事業部長兼

ねて住宅賃貸部、業務・商業

賃貸部の担当 

常務執行役員 上野  寿久 法人事業部長兼ねて事業企画

部の担当執行役員補佐 

監査部、品質監査部、総務部、

法務部、企画管理部、お客様

ｾﾝﾀｰの管掌、人事部およびｺﾝ

ﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当 

執行役員 中村  康広 住宅開発事業部副事業部長

（賃貸住宅の担当）兼ねて法

人事業部長補佐および不動産

仕入部の担当執行役員補佐 

開発企画部および不動産仕入

部担当執行役員補佐 

執行役員 前田    実 法人事業部副事業部長兼ねて

都市開発事業部副事業部長お

よび事業企画部の担当執行役

員補佐 

住宅開発事業部副事業部長兼

ねてｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ部、業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

および開発企画部の担当 
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（４）執行役員の委嘱業務の一覧 

役  職 氏  名 委   嘱   業   務 

副社長執行役員 黒須  信之 社長補佐兼ねて人事部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当 

専務執行役員 羽山  辰夫 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部および社長特命事項の担当（投資・開発委員会

委員長）兼ねて監査部、品質監査部、総務部、法務部、企画

管理部、人事部、お客様ｾﾝﾀｰおよびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当執行役員

補佐 

専務執行役員 片岡 剛一 事業企画部の担当、法人事業部長補佐 

専務執行役員 濱崎  義弘 都市開発事業部長兼ねて法人事業部および不動産仕入部（都

市開発事業部案件）の管掌 

専務執行役員 吉田  重郎 住宅開発事業部長兼ねて不動産仕入部（住宅開発事業部案件）

の管掌、不動産仕入部の担当 

常務執行役員 鷹取  憲一 全社建築技術の総括、技術部、社長特命事項および全社建設

業の担当 

常務執行役員 小田  健司 保険ｻｰﾋﾞｽ事業部長 

常務執行役員 井上  郁夫 社長特命事項の担当兼ねて都市開発事業部副事業部長および

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部の担当執行役員補佐 

常務執行役員 松村  勝教 グループ会社管理および社長特命事項の担当 

常務執行役員 上野  寿久 法人事業部長兼ねて事業企画部の担当執行役員補佐 

執行役員 中村  康広 住宅開発事業部副事業部長（賃貸住宅の担当）兼ねて法人事

業部長補佐および不動産仕入部の担当執行役員補佐 

執行役員 磯嶋    満 監査部、品質監査部、総務部、法務部および東京支社の担当

兼ねて品質監査部長 

執行役員 前田    実 法人事業部副事業部長兼ねて都市開発事業部副事業部長およ

び事業企画部の担当執行役員補佐 

執行役員 堀田    学 企画管理部、お客様ｾﾝﾀｰの担当および人事部の担当執行役員

補佐 

執行役員 畠山    淳 企画管理部担当執行役員補佐 
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３．役職者の人事について 

（１）ライン部長 

氏 名 新職務 現職務 

森川 享 事業企画部長 

兼企画管理部担当部長 

企画管理部担当部長 

片山 憲 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 都市開発事業部業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

来住 康之 法人事業部 CRE 営業部長 

兼同業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

東京支社長 

兼都市開発事業部首都圏賃貸部長 

大塚 有三 法人事業部神鋼賃貸部長 

兼同本社ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

都市開発事業部住宅賃貸部長 

椎屋 孝之 住宅開発事業部住宅開発営業部長 住宅開発事業部分譲推進部長 

佐々木 喜也 東京支社長 

兼不動産仕入部担当部長 

兼同首都圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

兼住宅開発事業部首都圏住宅開発営業部

長兼同首都圏開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長兼同首都圏住

宅賃貸営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

住宅開発事業部首都圏分譲部長 

兼不動産仕入部担当部長 

兼同首都圏ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

香西 智和 都市開発事業部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発部長 都市開発事業部業務・商業賃貸部 

橋本 真治 都市開発事業部賃貸管理部長 

兼同賃貸ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

都市開発事業部業務・商業賃貸部長 

 

 

《お問合せ先》 

  神鋼不動産株式会社 総務部長 奥橋 健彦 TEL：078-261-2121 

 

                                    以 上 


