
 
 

ニュースリリース                      平成１９年３月１４日 

新日鉄エンジニアリング株式会社 

 

新日鉄エンジニアリング㈱平成 19年 4月 1日付組織改正・人事異動 
ならびに日鉄パイプライン㈱及び日鉄ブリッジ㈱の役員体制について 

 
 

１．平成 19 年 4 月 1 日付組織改正について 
 

１）パイプライン事業および国内一般橋梁事業の分社に伴う組織改正 

 

平成 19 年 4 月 1 日付けで実施するパイプライン事業および国内一般橋梁事業の会社分

割による分社化に伴い、パイプライン事業部、海洋・エネルギー事業部橋梁部を廃止する。 

 

２）建築・鋼構造事業部 

 

  総合・システム建築ユニット「プロジェクト部」の設置について 

総合・システム建築ユニットに「プロジェクト部」を新設し、計画・設計・施工に係

る現行の各室組織をプロジェクト部の下に位置付ける。 

 

【現行 】 【改正 】

建築 ・鋼構造事業部 　建築 ・鋼構造事業部

総合・システム建築ユニット 総合 ・システム建築ユニット

営業部 営業部

（略 ） （略 ）
建築計画室
建築工事室 【新設 】プロジェクト部
ｼｽﾃﾑ建築技術室
環境建築設計室 （略 ）
環境建築工事室

（略 ） （略 ）

      



 
 
２．平成 19 年 4 月 1 日付人事異動（部長層）について 

 

   別紙１ご参照ください。 
 

 

３．日鉄パイプライン㈱及び日鉄ブリッジ㈱の役員体制について 
 
１）日鉄パイプライン㈱（平成 19 年 4 月 1 日付にて「日鉄シビルコンストラクション㈱」

より変更）の役員体制 

 

   別紙２ご参照ください。 
 

２）日鉄ブリッジ㈱の役員体制 

 

   別紙３ご参照ください。 
 

 

 

 

本件に関するお問合せ先 

新日鉄エンジニアリング株式会社 

総務部 広報室        

 ℡ ０３－３２７５－６０３０ 



P.1

人事速報  第 1 号 新日鉄エンジニアリング株式会社　平成19年4月1日付 別紙１
新所属・役職 現所属・役職 氏名

□部　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
技術本部　技術開発研究所エンジニアリングサポートセンター建設・鋼構造技術 技術本部　技術開発研究所建設・鋼構造技術室長　［部長］　　　　　　　　　 佐伯　英一郎　　
室長　［部長］　相模原在勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　▼海洋・エネルギー事業部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
橋梁・港湾Ｕ長　　　　　　　　　　　　　 技術本部　橋梁・港湾Ｕプロジェクト部　部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山根　信　　　　
技術本部　橋梁・港湾Ｕプロジェクト部長事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
技術本部　鋼構造設計技術部長　事業企画室　部長兼務　相模原在勤　　　　　　　　　事業企画室　マネジャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙橋　陽一　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　▼建築・鋼構造事業部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
復職　総合・システム建築Ｕ　部長　　　　　　　　　　　　　　　 ［部長］　社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浅井　武　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日鉄シビルコンストラクション（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
技術本部　総合・システム建築Ｕプロジェクト部長　調達本部　建築調達部長兼務　　調達本部　建築調達部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北澤　進　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　▼社外勤務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 技術本部　パイプライン事業部　パイプライン設計技術部長　　　　　　　　　 武政　茂夫　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術本部　パイプライン事業部　パイプライン設計技術部エネルギーパイプライ 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 ン設計室長事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術本部　パイプライン事業部　パイプライン設計技術部ステーション設計室長 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 調達本部　調達企画室長　［部長］　　　　　　　　　　　　　　　　 堀本　国男　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
東京製綱（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 営業本部　パイプライン事業部　パイプライン営業部長　　　　　　　　　　　 湯浅　彰　　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　海洋・エネルギー事業部　エネルギーＵエネルギー営業部　部長兼務 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　パイプライン事業部　パイプライン営業部エネルギーパイプライン営 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 業室長事務取扱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 西日本支社　部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 美濃羽　郁夫　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 営業本部　パイプライン事業部　パイプライン営業部　部長　　　　　　　　　 徳永　利美　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　海洋・エネルギー事業部　エネルギーＵエネルギー営業部　部長兼務 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 技術本部　パイプライン事業部　パイプライン工事部　部長　　　　　　　　　 藤森　明　　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 九州支社　部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平野　信久　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調達本部　海洋・エネルギー調達部外注契約室　マネジャー兼務　　　　　　　 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術本部　九州支社エネルギー工事室長兼務　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 技術本部　パイプライン事業部　パイプライン工事部長　　　　　　　　　　　 辻本　潤　　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 製鉄プラント事業部　部長　環境ソリューション事業部　部長兼務　 大庭　泰　　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海洋・エネルギー事業部　部長兼務　戸畑在勤　　　　　　　　　　 　　　　　　　　



P.2

人事速報  第 1 号 新日鉄エンジニアリング株式会社　平成19年4月1日付 別紙１
新所属・役職 現所属・役職 氏名

北京中日聯節能環保工程技術有限公司へ出向　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 技術本部　環境ソリューション事業部　環境プロジェクト部　部長　戸畑在勤　 芝池　秀治　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
北九州エコエナジー（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 営業本部　環境ソリューション事業部　資源循環推進部営業開発室長　　　　　 妹尾　章正　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　環境ソリューション事業部　環境プラント営業部　マネジャー兼務　 　　　　　　　　
北九州エコエナジー（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
中部支社長　西日本支社　部長兼務　　　　　　　　　　　　　　　 中部支社長　西日本支社　部長兼務　　　　　　　　　　　　　　　 小河　義彦　　　
日鉄パイプライン（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　中部支社エネルギー営業室長事務取扱　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中部支社海洋・鋼構造営業室長事務取扱　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中部支社環境ソリューション営業室長事務取扱　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 営業本部　海洋・エネルギー事業部　橋梁・港湾Ｕ橋梁部長　　　　　　　　　 野口　政明　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部　海洋・エネルギー事業部　橋梁・港湾Ｕ橋梁部橋梁営業室長事務取扱 　　　　　　　　
日鉄ブリッジ（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　

マネジメントサポートセンター総務部人事室　［部長］　　　　　　 技術本部　海洋・エネルギー事業部　橋梁・港湾Ｕ橋梁部　部長　　　　　　　 坂本　良文　　　
社外勤務休職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術本部　海洋・エネルギー事業部　橋梁・港湾Ｕ橋梁部橋梁設計室長兼務　　 　　　　　　　　
日鉄ブリッジ（株）へ出向　　　　　　　　　　　　　　　　　 若松在勤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　▽採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
海洋・エネルギー事業部に関する事項を嘱託する　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奥村　竜昭　　　
海洋・エネルギー事業部海洋・エネルギー第二Ｕ　部長　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
海洋・エネルギー事業部橋梁・港湾Ｕ　部長兼務　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
嘱託期間は平成２０年　３月３１日までとする　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　



平成 19年３月 13日 

お 知 ら せ 

日鉄シビルコンストラクション㈱ 

 

昨日開催の取締役会において、「代表取締役」が選任されると共に、３月下旬開催予定の

臨時株主総会に付議される「取締役候補者」・「監査役候補者」が決定されましたのでお知

らせいたします。 

また、４月１日付け、「取締役の業務管掌」、「重要な使用人の選任」並びに「重要な使用

人の業務管掌」が決定されましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、３月下旬開催予定の臨時株主総会における、新日鉄エンジニアリング㈱からのパイ

プライン事業承継に関わる会社分割契約の承認を経て、当社は平成 19年４月１日付けで社

名を「日鉄パイプライン株式会社」に変更する予定です。 

 

Ⅰ．取締役（新任候補者を含む）の業務管掌（平成19年４月１日付） 

 

【氏  名】 【役  付】 【業務管掌】 

 

太田 英美 代表取締役社長 

 

林田 紀雄      代表取締役（４月１日付） 事業統括本部長委嘱 

 

＊武政 茂夫      取締役          技術本部長委嘱 

 

湯浅  彰      取締役          東日本事業部長委嘱 

 

＊美濃羽 郁夫    取締役          関西事業部長委嘱 

 

Ⅱ．監査役候補者 

 ＊島貫 靖士 監査役（非常勤）（新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 経営企画部長） 

 

（注）＊印は新任取締役・監査役候補者で、３月下旬の臨時株主総会で選任予定。 
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Ⅲ．「重要な使用人の選任」並びに「重要な使用人の業務管掌」（平成19年４月１日付） 
 

【氏  名】 【役 付】 【業務管掌】 

 

（執行役員） 

 

林田 紀雄     専務執行役員     事業統括本部長委嘱 

 

武政 茂夫     常務執行役員      技術本部長委嘱 

 

湯浅  彰     常務執行役員     東日本事業部長委嘱 

 

美濃羽 郁夫    常務執行役員     関西事業部長委嘱 

 

佐藤 秀紀     執行役員       管理本部長委嘱 

 

奥野 省三     執行役員       事業統括本部副本部長委嘱 

 

平野 信久     執行役員       九州事業部長委嘱 

 

（その他の重要な使用人） 

 

小河 義彦                 中部事業部長委嘱 

 

以上 

 



別紙３ 
 

平成 19年 3月 14日 

お 知 ら せ 

日鉄ブリッジ株式会社 

 

３月下旬開催予定の臨時株主総会に付議される「取締役候補者」および「監査役候補者」

が決定されましたのでお知らせします。 

また、４月１日付け「取締役の業務管掌」が決定されましたので、併せてお知らせいたし

ます。 

 

 

Ⅰ．取締役（新任候補者を含む）の業務管掌（平成19年４月１日付） 

 

【氏  名】 【役  付】     【業務管掌】 

 

藤田 泰 代表取締役社長 

 

＊野口 政明      取締役     企画管理本部長委嘱、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括担当 

 

＊坂本 良文 取締役     技術本部長委嘱 

 

＊水田 一郎     取締役     若松工場長委嘱 

 

大濱 昭次 取締役     経営管理責任者 
 
＊山根 信 取締役（非常勤）（新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 橋梁・港湾ﾕﾆｯﾄ長） 

 

Ⅱ．監査役（平成19年４月１日付） 

 

＊小塙 毅比古 監査役（非常勤）（新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部長） 

 

（注）＊印は新任候補者で、３月下旬の臨時株主総会で選任予定。 
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