2016年3月16日

住友商事株式会社

主管者級人事異動および機構改正に関するお知らせ
人事異動および機構改正を下記の通り行いますので、お知らせいたします。
【氏名の後に（＊）が付く者は、1.29付発表内容からの変更】
記

１．主管者級人事異動
【4月1日付】

新 職

旧 職

氏 名

理事(東京)
軽金属・特殊鋼板本部副本部長
兼 住商スチール(株)事務従事

特殊鋼板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

庄野 晃彦（＊）

広報部副部長(東京)

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(オスロ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社ノルウェー支店長>

平野 竜一郎

人事部長付(大阪)
兼 関西業務企画部長付

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

平林 武志

物流管理部長(東京)

物流統括部長(東京)

菱田 浩司

為替業務部長付(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

中国住友商事グループ
財務・経理グループ長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

村岡 桂太

金融事務管理部長(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

リスクマネジメント第一部副部長(東京)
兼 リスクマネジメント第二部長付

志賀 弘二

海外薄板事業部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

台湾住友商事会社事務従事(高雄)
<同社高雄支店長>

大坂 平
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新 職

旧 職

氏 名

輸送機金属製品本部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

名古屋自動車鋼材事業部長(名古屋)

加藤 雅夫

名古屋自動車鋼材事業部長(名古屋)
兼 住商スチール(株)事務従事

名古屋自動車鋼材事業部長付(名古屋)

山口 隆

軽金属・特殊鋼板本部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

中東支配人補佐(イスタンブール)
トルコ住友商事会社事務従事
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>

坂昇

特殊鋼板事業部長(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

特殊鋼板事業部長付(東京)
兼 住商スチール(株)事務従事

髙橋 一郎

鋼管本部長付(東京)

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

田淵 浩一

ラインパイプ事業部長(東京)

ラインパイプ事業部長付(東京)

名取 俊昭

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長付(東京)

リース・事業開発部長(東京)

浅沼 利行

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)

インフラ・プラントプロジェクト部長(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

大西 孝幸

リース・事業開発部長(東京)

事業金融部副部長(東京)

村上 兼士

2

新 職

旧 職

氏 名

自動車企画部長(東京)

自動車事業第一本部長補佐(東京)

梅地 康仁

自動車企画部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

自動車リース事業部長(東京)

朝田 英人

自動車事業第一本部長付(東京)

中国支社長(広島)

宮岡 一夫

モビリティサービス事業部長(東京)

自動車リース事業部参事(東京)
住友三井オートサービス(株)事務従事
兼 (株)エース・オートリース事務従事

近藤 篤哉

モビリティサービス事業部副部長(東京)

電池事業開発部長(東京)

緒方 剛

自動車製造事業第一部長付(浜松)
兼 浜松支店長
兼 (株)エスシー マシーナリ アンド サービス事務従事

自動車製造事業第一部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

南口 太郎

自動車製造事業第一部長(東京)

自動車事業第一本部長付(浜松)
兼 浜松支店長
兼 (株)エスシー マシーナリ アンド サービス事務従事

吉川 健

自動車流通事業第三部長付(東京)

ハバナ事務所長(グアテマラ)
兼 グアテマラ事務所長

市田 智英

自動車流通事業第三部長(東京)

欧州住友商事グループ
欧州輸送機・建機部門(リュブリアナ)
欧州住友商事会社事務従事
SUMMIT MOTORS LJUBLJANA D.O.O.事務従事
兼 SUMMIT LEASING SLOVENIJA, D.O.O.事務従事
兼 SUMMIT AVTO D.O.O事務従事

山縣 輝元
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新 職

旧 職

氏 名

建機レンタル事業部長(東京)

建機レンタル事業部副部長(東京)

天野 寛教

環境・インフラプロジェクト事業本部長補佐(東京)
兼 インフラ・プラントプロジェクト部長
兼 住商機電貿易(株)事務従事

環境・インフラプロジェクト事業本部長補佐(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

舘 信道

海外環境エネルギー事業部長(東京)

環境エネルギー事業第二部長(東京)

三原 慶一

水インフラ事業部長(東京)

水・環境ソリューション事業部長付(東京)

長谷川 真一

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)
兼 住商機電貿易(株)事務従事

アブダビ事務所長(アブダビ)

榊 直道

電力ＥＰＣ第一部長付(東京)

アジア大洋州住友商事グループ(ヤンゴン)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社ヤンゴン事務所長>

妻鹿 英史

アジア大洋州住友商事グループ(クアラルンプール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット長 兼 同社クアラルンプール支店長>
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
<同社社長>

松野木 一士

保険事業部参事(東京)
サミット･エアー･サービス(株)事務従事

保険事業部長(東京)

田 昌男

保険事業部長(東京)

保険事業部長付(東京)
兼 (株)ブルーウェル インシュアランス ブローカーズ
事務従事

今野 俊克

電力ＥＰＣ第一部参事(東京)
住商機電貿易(株)事務従事
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新 職

旧 職

氏 名

総合モバイル事業部参事(東京)
(株)ティーガイア事務従事

総合モバイル事業部長(東京)

近田 剛

総合モバイル事業部長(東京)

総合モバイル事業部長付(東京)

福岡 徹

リテイル事業部参事(東京)
サミット(株)事務従事

中部業務企画部長(名古屋)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

高橋 真人

青果流通事業部長(東京)

青果流通事業部参事(マニラ)
SUMIFRU SINGAPORE PTE.LTD.事務従事

小笠 昇

食料部参事(千葉)
サミット製油(株)事務従事

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

金澤 範和

食料部参事(千葉)
千葉製粉(株)事務従事

青果流通事業部長(東京)

芝山 浩二

生活資材・不動産本部長補佐(東京)
兼 住宅・都市事業部長

住宅・都市事業部長(東京)

村田 大明

商業施設事業部参事(東京)
住商アーバン開発(株)事務従事

商業施設事業部長(東京)

高野 稔彦

商業施設事業部長(東京)

ビル事業部長付(東京)

仁木 毅
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新 職

旧 職

氏 名

資源・エネルギー プロジェクト管理部長(東京)

資源・エネルギー プロジェクト管理部長付(東京)

秋山 晃

資源第二本部長付(東京)

資源・エネルギー プロジェクト管理部長(東京)

橋本 健二

基礎化学品・エレクトロニクス本部長付(東京)

資源性ケミカル第二部長(東京)

山本 隆夫

石油化学品部長付(名古屋)
兼 住友商事ケミカル(株)事務従事

中国住友商事グループ(武漢(WUHAN))
中国住友商事会社事務従事
<同社武漢事務所長>

梅田 丈広

無機・機能化学品部長(東京)

資源性ケミカル第一部長(東京)

宇野 正人

中国支社長(広島)

自動車製造事業第一部長(東京)

髙島 恭一郎

四国支店長(高松)
兼 新居浜支店長

国内機電事業部参事(バンコック)
住友商事マシネックス(株)事務従事
兼 SC MACHINEX ASIA LTD.事務従事

樽見 雅幸

中部業務企画部長(名古屋)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事

竹下 正敏

中国住友商事グループ(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国化学品・エレクトロニクス部門

中国住友商事グループ(広州(GUANGZHOU))
広州住友商事会社事務従事
<同社社長>
兼 中国住友商事会社事務従事
<同社成都事務所長>
兼 中国化学品・エレクトロニクス部門

栗原 淳
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新 職

旧 職

氏 名

中国住友商事グループ(武漢(WUHAN))
中国住友商事会社事務従事
<同社武漢事務所長 兼 成都事務所長>

石油化学品部長付(東京)

赤間 亀久雄

中国住友商事グループ
中国生活関連産業部門長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

リテイル事業部参事(東京)
(株)トモズ事務従事

織茂 潤二

中国住友商事グループ
財務・経理グループ長(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

中国住友商事グループ
財務・経理グループ(上海(SHANGHAI))
上海住友商事会社事務従事

渡部 譲二

台湾住友商事会社事務従事(高雄)
<同社高雄支店長>

海外薄板・半製品トレード事業部長付(東京)
兼 鋼板・建材本部長付
兼 住商スチール(株)事務従事

佐野 安孝

アジア大洋州住友商事グループ(ヤンゴン)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<同社ヤンゴン事務所長>

船舶・航空宇宙・車輌事業本部長補佐(東京)

中川 勝司

アジア大洋州住友商事グループ(クアラルンプール)
アジア大洋州住友商事会社事務従事
<マレーシアユニット長 兼 同社クアラルンプール支店長>
兼 スムール・チャハヤ会社事務従事
<同社社長>

水・環境ソリューション事業部長(東京)

大場 渉

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット長(バンコック)
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
タイ住友商事会社事務従事
兼 スミ・タイ・インターナショナル会社事務従事

アジア大洋州住友商事グループ
アジア大洋州鋼材・非鉄金属ユニット(ニューデリー)
兼 アジア大洋州鋼管ユニット
インド住友商事会社事務従事

仲田 忍（＊）

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門(オスロ)
欧州住友商事会社事務従事
<同社ノルウェー支店長>

米州住友商事グループ
米州鋼管グループ(ヒューストン)
米州住友商事会社事務従事
<同社ヒューストン店>

我妻 良憲

欧州住友商事グループ
欧州鋼管部門長(ロンドン)
欧州住友商事会社事務従事

ラインパイプ事業部長(東京)

新宅 裕一
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新 職

旧 職

氏 名

中東支配人付(ドバイ)
兼 中東住友商事会社事務従事

金融事務管理部長(東京)
兼 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)事務従事

伊藤 友介

トルコ住友商事会社事務従事(イスタンブール)
<同社社長 兼 アンカラ出張所長>

自動車流通事業第三部長(東京)

江崎 泰

アブダビ事務所長(アブダビ)

電力ＥＰＣ第二部長付(東京)

渡部 弘之

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州資源グループ長
米州住友商事会社事務従事
南米支配人付

理事(ニューヨーク)
米州総支配人補佐
米州住友商事グループ
米州資源・エネルギーグループ長
米州住友商事会社事務従事

小野島 恭

米州住友商事グループ
米州化学品・エレクトロニクスグループ長(ニューヨーク)
米州住友商事会社事務従事
兼 南米支配人付

アグリサイエンス部長(東京)

為田 耕太郎（＊）

米州住友商事グループ
米州エネルギーグループ長(ヒューストン)
米州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES LLC事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES Ⅱ LLC事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES Ⅲ LLC事務従事
兼 南米支配人付

米州住友商事グループ
米州資源・エネルギーグループ(ヒューストン)
米州住友商事会社事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES LLC事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES Ⅱ LLC事務従事
兼 SUMMIT DISCOVERY RESOURCES Ⅲ LLC事務従事

森肇

ハバナ事務所長(ハバナ)

アグリサイエンス部長付(東京)

大久保 健一

グアテマラ事務所長(グアテマラ)

グアテマラ事務所長付(グアテマラ)

石崎 貴

ブラジル住友商事会社事務従事(サンパウロ)

建機レンタル事業部長(東京)

平松 達久
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２．機構改正
【4月1日付】
※2016年1月29日に発表済みの機構改正についても改めて掲載します。

＜国内＞
《コーポレート部門》
［人材・総務・法務担当役員］

《環境・インフラ事業部門》

秘書部
人事部
人事厚生部
文書総務部
法務部
物流管理部

【物流保険事業本部】
物流統括部

《コーポレート部門・事業部門》
事業部門における総括部を廃止し、業務部を新設すると共に、コーポレート部門において
リスクマネジメント第三～五部を新設する。各事業部門 総括部所属者については、
各業務部所属に変更する。
リスクマネジメント第二部所属で各総括部を兼務し、各総括部のリスクマネジメント業務を
担当する者については、リスクマネジメント第三部～第五部所属に変更する。
金属総括部、輸送機・建機総括部を兼務する者はリスクマネジメント第三部、
環境・インフラ事業総括部 資源・化学品総括部を兼務する者はリスクマネジメント第四部
環境・インフラ事業総括部、資源・化学品総括部を兼務する者はリスクマネジメント第四部、
メディア・生活関連総括部を兼務する者はリスクマネジメント第五部所属となる。

［財務・経理・リスクマネジメント担当役員］

［財務・経理・リスクマネジメント担当役員］

リスクマネジメント第二部
リスクマネジメント第三部
リスクマネジメント第四部
リスクマネジメント第五部

リスクマネジメント第二部

《金属事業部門》

《金属事業部門》

金属業務部

金属総括部

《輸送機・建機事業部門》

《輸送機・建機事業部門》

輸送機・建機業務部

輸送機・建機総括部

《環境・インフラ事業部門》
《環境
イン ラ事業部門》

《環境・インフラ事業部門》
《環境 イン ラ事業部門》

環境・インフラ業務部

環境・インフラ事業総括部

《メディア・生活関連事業部門》

《メディア・生活関連事業部門》

メディア・生活関連業務部

メディア・生活関連総括部

《資源・化学品事業部門》

《資源・化学品事業部門》

資源・化学品業務部

資源・化学品総括部
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《輸送機・建機事業部門》
【船舶・航空宇宙・車輌事業本部】

【船舶・航空宇宙・車輌事業本部】
航空宇宙事業部

航空宇宙事業部
航空事業開発部
【自動車事業第一本部・自動車事業第二本部】

自動車企画部を新設し、自動車事業第一本部と自動車事業第二本部の共管とする。
【自動車事業第一本部】
【自動車事業第
本部】

【自動車事業第 本部】
【自動車事業第一本部】
自動車リース事業部

モビリティサービス事業部

《環境・インフラ事業部門》
【環境・インフラプロジェクト事業本部】

【環境・インフラプロジェクト事業本部】
環境エネルギー事業第一部
環境エネルギー事業第二部
水・環境ソリューション事業部

国内環境エネルギー事業部
海外環境エネルギー事業部
水インフラ事業部
【電力インフラ事業本部】

【電力インフラ事業本部】
電池事業開発部

電力事業第一部

《資源・化学品事業部門》
【基礎化学品・エレクトロニクス本部】

【基礎化学品・エレクトロニクス本部】
資源性ケミカル第一部
資源性ケミカル第二部

無機・機能化学品部

《地域担当役員》
国内担当役員を新設し、これに伴い関西地域担当役員と中部地域担当役員を廃止する。
（旧）
【国内地域組織】

社長/経営会議

関西地域担当役員
中部地域担当役員

関西支社
中部支社
九州支社
北海道支社
東北支社

国内担当役員

関西支社
中部支社
九州支社
北海道支社
東北支社

（新）
【国内地域組織】

社長/経営会議

＜海外＞
《アジア大洋州総支配人》
アジア大洋州輸送機・建機システムユニット
アジア大洋州自動車事業ユニット

アジア大洋州輸送機・建機ユニット

《米州総支配人》
米州資源グループ
米州エネルギーグループ

米州資源・エネルギーグループ

本件に関するお問い合わせ先
住友商事株式会社
広報部 報道チーム
TEL:03-5166-3100 お問い合わせフォームはこちら

以 上
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