
 
2022 年 2 月 3 日 

人事異動および組織変更に関するお知らせ 
 

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員:平松正嗣）は、下記の通り人事異動および

組織変更を実施しますのでお知らせいたします。 

 

記 

１．役員人事＜2022 年 2 月 7 日付＞ 

新 職 旧 職 氏 名 

取締役 専務執行役員 

管理本部⾧（経営企画部･サステナビリティ推進室

管掌 /つなぐプロジェクトオーナー） 

取締役 専務執行役員 

管理本部⾧ 兼 中国室⾧(経営企画部･サ

ステナビリティ推進室管掌 /本部業務改革推

進プロジェクトオーナー)   

夏原 行平 

取締役 常務執行役員  

営業統括副本部⾧ 兼 商品本部⾧（営業企画

部管掌）  

取締役 常務執行役員 

営業統括副本部⾧ 兼 商品本部⾧ 兼 シ

ョップ事業部⾧（営業企画部管掌） 

夏原 陽平 

取締役 常務執行役員 開発本部⾧  
取締役 常務執行役員 開発本部⾧ 兼 

ＳＣ事業部⾧   
小杉 茂樹 

 

２．一般人事＜2022 年 2 月 7 日付＞ 
  

新 職 旧 職 氏 名 

上席執行役員 衣住統括 兼 衣住事業部⾧ 上席執行役員 衣住統括事業部⾧  松澤 恒雄 

上席執行役員 営業企画部⾧ 執行役員 営業企画部⾧ 黒川 信一 

執行役員 一般食品事業部⾧ 一般食品事業部⾧ 辻本 将臣 

執行役員 経営企画部⾧ 経営企画部⾧ 池田 浩也 

執行役員 総務部⾧ 兼 ＣＳ推進部⾧（つなぐ

プロジェクトマネージャー） 

総務部⾧ 兼 ＣＳ推進部⾧ 兼 社⾧室⾧

（本部業務改革推進プロジェクトマネージャ

ー） 

小椋 秀男 

トレーナー部⾧ トレーナー部 トレーナー課⾧ 仁賀 雅紀 

物流部⾧ 営業推進室 室⾧付 財田 晃 

ショップ事業部⾧ 商品本部 本部⾧付 藤田 幸之助 

滋賀第一営業部⾧ 兼 第一グループマネージャー ＡＰ敦賀 店⾧ 川村 正樹 

京阪第二営業部⾧ 兼 第一グループマネージャー ビバシティ平和堂 支配人 光久 正二 

管理本部⾧付 人権・人材担当部⾧ 教育人事部⾧ 本持 真二 



教育人事部⾧ 教育人事部 人事課⾧ 永井 敬一 

ＳＣ事業部⾧ 
滋賀第一営業部⾧ 兼 第一グループマネー

ジャー 
阿部 千博 

店舗建設部⾧ 開発本部 本部⾧付 山根 正樹 

物流部 物流企画担当リーダー 物流部⾧ 宮本 武 

トレーナー部 トレーナー課⾧ ＦＭ豊中熊野店 店⾧ 福冨 正 

ＳＸプロジェクト 小規模店舗開発プロジェクトリーダ

ー 
ＦＭ米原駅前店 店⾧ 鈴村 崇 

生鮮食品事業部 鮮魚課⾧ 生鮮食品事業部 鮮魚課チーフバイヤー 大林 浩士 

店舗営業本部⾧付 課題店舗担当 
京阪第二営業部⾧ 兼 第一グループマネー

ジャー 
島津 克 

滋賀第二営業部 第二グループマネージャー ＦＭ健都店 店⾧ 麻川 洋 

京阪第一営業部 第二グループマネージャー ＦＭ大津テラス店 店⾧ 西村 信彦 

東海営業部 第二グループマネージャー グリーンプラザ店 店⾧ 藤本 憲和 

総務部 総務課⾧ 兼 つなぐプロジェクトリーダー 総務部 総務課⾧ 西 政明 

総務部 秘書広報課⾧ 社⾧室 秘書広報課⾧ 亀井 文人 

教育人事部 人事課⾧ 教育人事部 人事企画担当リーダー 荒木 信吾 

開発本部⾧付 建設課題担当 店舗建設部⾧ ⾧谷川 浩史 

監査室 リーダー 情報システム部 IT 品質管理担当リーダー 松木 基嗣 

出向 （株）丸善 トレーナー部⾧ 佐々木 裕 

出向 平和堂(中国)有限公司 ＦＭ五個荘店 店⾧ 梅原 良知 

出向 平和堂(中国)有限公司 ＡＰ枚方 店⾧ 浜川 邦司 

今津店 店⾧ ＡＰ鹿島 店⾧ 家森 裕章 

ビバシティ平和堂 支配人 ＡＰ鶴見 店⾧ 辰巳 勝仁 

ＦＭ湖東店 店⾧ 教育人事部 人事課 大橋 雄介 

ＦＭ秦荘店 店⾧ ＦＭ湖東店 店⾧ 木野 照彦 

ＦＭ⾧浜駅前店 店⾧ ＡＰ宇治東 食品店⾧ 小川 徹志 

ＦＭ米原駅前店 店⾧ ＦＭ⾧浜駅前店 店⾧ 近藤 大介 

甲西店 店⾧ あどがわ店 食品次⾧ 兼吉 功 

ＦＭ能登川店 店⾧ ＦＭ宇治店 店⾧ 太田 保晃 

ＡＰ近江八幡 店⾧ 滋賀第二営業部 第二グループマネージャー 下村 武広 

ＦＭ五個荘店 店⾧ ＦＭ五個荘店 店次⾧ 荒木 渉 

ＦＭ蒲生店 店⾧ ＦＭ竜王店 店⾧ 木林 勲 

ＦＭ竜王店 店⾧ ＦＭ志津東草津店 店⾧ 田中 伸和 

坂本店 店⾧ ＦＭ高槻川添店 店⾧ 亀井 正典 

ＡＰ草津 支配人 ＡＰ醍醐 支配人 谷脇 直公 

ＡＰ堅田 店⾧ ＦＭ野々市店 店⾧ 茨木 慎悟 



ＦＭ追分店 店⾧ ＦＭ蒲生店 店⾧ 藤岡 洋一 

ＦＭ志津東草津店 店⾧ 坂本店 店⾧ 清水 直之 

ＦＭ膳所店 店⾧ ＦＭ宇治田原店 店⾧ 岸本 圭司 

ＦＭ大津テラス店 店⾧ トレーナー部 トレーナー課 渡邉 健 

ＡＰ城陽 支配人 ＡＰアミ 店⾧ 薄田 賢一 

ＡＰ枚方 店⾧ 生鮮食品事業部 鮮魚課⾧ 山﨑 克裕 

ＡＰ醍醐 支配人 ＡＰ堅田 店⾧ 野口 佳宏 

ＦＭ宇治店 店⾧ ＦＭ追分店 店⾧ 髙橋 英晶 

ＦＭ御蔵山店 店⾧ ＦＭ深江橋店 店次⾧ 林 輝彦 

ＦＭ枚方養父店 店⾧ ＦＭニトリモール枚方店 店次⾧ 橋爪 智子 

ＦＭ宇治田原店 店⾧ ＦＭ枚方養父店 店⾧ 林 裕 

ＦＭくずは店 店⾧ トレーナー部 トレーナー課 道味 高志 

ＡＰ高槻 支配人 京阪第一営業部 第二グループマネージャー 玉垣 寛 

ＦＭビバモール寝屋川店 店⾧ ＦＭ秦荘店 店⾧ 黒川 拓也 

ＦＭ高槻川添店 店⾧ ＦＭビバモール寝屋川店 店⾧ 重住 隆彦 

ＦＭ健都店 店⾧ ＦＭ御蔵山店 店⾧ 中嶋 大介 

ＦＭ豊中熊野店 店⾧ ＦＭ豊中熊野店 店次⾧ 秋本 慎一郎 

ＡＰ鶴見 店⾧ 東海営業部 部⾧付 川端 孝行 

グリーンプラザ店 店⾧ 春日井庄名店 店⾧ 西村 哲 

うぬま店 店⾧ 生鮮食品事業部 青果課チーフバイヤー 田中 克彦 

春日井庄名店 店⾧ ＦＭ膳所店 店⾧ 服部 拓 

ＡＰ鹿島 店⾧ 本部業務改革推進プロジェクトリーダー 田中 重人 

ＡＰ小杉 店⾧ 今津店 店⾧ 生杉 寛 

ＦＭ野々市店 店⾧ ＦＭくずは店 店⾧ 花﨑 雅弘 

ＡＰ敦賀 店⾧ 東海営業部 第二グループマネージャー 髙森 邦泰 

ＡＰアミ 店⾧ ＡＰ金沢 支配人付 深田 桂子 

 

※店舗について｢ＡＰ｣は｢アル･プラザ｣、｢ＦＭ｣は｢フレンドマート｣の略です。 

※課⾧級以上の人事異動について掲載しています。 

 

３．組織変更＜2022 年 2 月 7 日付＞ 

(1)営業統括本部 

商品本部配下に「衣住統括」を新設し、その配下に「衣住事業部」と「ショップ事業部」を配置し、バイイング業

務と店舗運営業務の双方を完遂する。 

 

(2)管理本部 

①総務部配下に「秘書広報課」を移管し、「社⾧室」は廃止する。 

➁関連事業部に中国室の業務を移管し、「中国室」は廃止する。 



 

(3)社⾧直轄 

①監査室を部格に引上げ、グループガバナンスの強化を図る。 

➁「つなぐプロジェクト」を新設し、店舗間の情報交換、個人間のつながりを強める環境を整備する。 

 

以上 


