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機構改革および人事異動について 

 

当社は中期経営計画の基本戦略として、「商品本位の改革」「人材への投資」「地域との連

携」を掲げ、「一人、一品、一店」を念頭に一人ひとりの頑張りを成果に結びつけるべく取

り組みをしてまいりました。2017 年度下期につきましても、基本戦略と本年度のスローガ

ンである 「考動 基本の徹底と変化への対応」を更に推し進めるべく機構改革および一般

の人事異動を実施しますのでご案内申し上げます。 

 

                    記 

１． 機構改革 ( ９月１日付 ) 

① 兵庫県下の SM(1,000㎡～500㎡)24店舗を現在の 2グループ体制から、3グル

ープ体制(SM東兵庫・SM中兵庫・SM西兵庫)に移行いたします。これにより

当社の主要業態のひとつである SM(1,000㎡～500㎡)店舗営業力強化と課題解

決を、よりきめ細やかな体制で具現化してまいります。 

② 水産センターは 2014年 12月の兵庫水産センター稼働開始より、丸三年となり

ます。(広島センターは 2016年 2月スタート)。SM(1,000㎡～500㎡)店舗中心

に安定した商品供給を実現しました。今回、立ち上げよりセンターを管轄して

きた水産改革推進部を水産商品部に統合することで商品政策との連携スピード

の向上とプロセスセンター運営強化をはかります。 

③ 当社は 2016年度より「従業員採用」と「人財育成」を重要課題と位置づけ、採

用・育成をフレックス(パートタイマー・アルバイト)と社員で対応組織を分けて

取り組んでまいりました。1年半の取り組みの結果「安定した採用実績の実現」 

と「新たな人財育成プログラムの構築」が完了いたしました。人事部下で「フ

レックス採用・定着グループ」「フレッシャー採用・能力開発グループ」に分

けていた機能を「採用・能力開発グループ」として再編し、人財採用・育成お

よび定着にスピードをあげて取り組みます。 

 

 



 

２. 一般人事異動 （ ９月１日付 ） 

 

【 新 職 】 【 旧 職 】 【 氏 名 】 

生鮮統括部長 生鮮統括部長兼)農産商品部長 藤原 俊郎 

お客さまサービス部長 
お客さま対応 

グループマネジャー 
松本 久憲 

農産商品部長 
農産グループマネジャー   

兼)果物開発担当 
渡辺 隆司 

【 新 職 】 【 旧 職 】 【 氏 名 】 

SM西兵庫グループマネジャー 
マックスバリュ王子店長   

(兵庫県) 
芦田 和樹 

SM中兵庫グループマネジャー 
SV・５２週推進       

兵庫・岡山グループマネジャー 
山口 敏 

揖龍・太子・網干 

エリアマネジャー 
テラッソ姫路担当マネジャー 松藤 伸介 

お客さま対応グループマネジャ

ー兼)リスクマネジメント担当 

リスクマネジメントグループ 

マネジャー 
藤原 勝弘 

兵庫水産センター長 兵庫水産副センター長 梅谷 政司 

広島水産センター長 
広島山口商品改革推進グループ

マネジャー 
守田 芳通 

農産グループマネジャー 農産グループ野菜担当 高野 甲一 

SV・５２週推進       

兵庫岡山グループマネジャー 

揖龍・太子・網干 

エリアマネジャー 
為数 一美 

ザ・ビッググロサリー・リカー

グループマネジャー兼)小型店舗

担当 

ザ・ビッググロサリー・リカー

グループマネジャー 
馬嶋 知治 

山 口 西 エ リ ア マ ネ ジ ャ ー 
マックスバリュ周南久米店長  

(山口県) 
庄本 和生 



【 兵庫県 】   

マックスバリュ宝殿店長 

(兵庫県) 

マックスバリュ東山店長   

(兵庫県) 
竹村 光司 

マックスバリュ王子店長  

(兵庫県)    

マックスバリュ宝殿店長 

(兵庫県) 
同免木 泰弘 

マックスバリュ東加古川店長 

(兵庫県) 
SM西兵庫グループマネジャー 桑野 和弘 

マックスバリュ東山店長 

    (兵庫県)  

マックスバリュ宮西店長    

(兵庫県) 
加納 新吾 

マックスバリュ宮西店長     

(兵庫県) 

マックスバリュ高屋店長     

(広島県) 
山本 昂樹 

マックスバリュテラッソ姫路店長

(兵庫県) 

マックスバリュ黒川店長 

(兵庫県) 
平山 明秀 

マックスバリュ黒川店長   

(兵庫県) 

マックスバリュ宮西副店長 

(兵庫県) 
坂本 秀明 

【 岡山県 】   

ザ・ビッグ連島店長      

(岡山県) 

ザ・ビッグエクストラ阿南副店長 

(徳島県) 
高森 裕也 

ザ・ビッグ岡山一宮店長   

(岡山県) 

ザ・ビッグ奥田南店長    

(岡山県) 
山下 貴行 

ザ・ビッグ奥田南店長 

(岡山県) 

ザ・ビッグ神辺店長  

(広島県) 
八幡 俊久 

【 広島県 】   

ザ・ビッグ庄原店長       

(広島県) 

ザ・ビッグ大内店長      

(山口県) 
佐野 貴信 

マックスバリュ高屋店長    

(広島県) 

マックスバリュ恩田店長 

(山口県) 
五島 寛明 

ザ・ビッグ神辺店長      

(広島県) 

ザ・ビッグ庄原店長     

(広島県) 
小濱 秀晃 

マックスバリュエクスプレス 

藤垂園店長(広島県) 

マックスバリュ星陵台副店長  

(兵庫県) 
上村 圭吾 



【 山口県 】   

ザ・ビッグ周東店長      

(山口県) 

フレッシャー採用・能力開発 

グループマネジャー 
仲川 文男 

ザ・ビッグ大内店長      

(山口県) 

ザ・ビッグ安岡店長 

(山口県) 
柳原 栄作 

マックスバリュ徳山東店長 

(山口県) 

ザ・ビッグ徳山西副店長 

(山口県) 
池田 直樹 

マックスバリュ光店長     

(山口県) 

マックスバリュエクスプレス 

藤垂園店長(広島県) 
南谷 篤史 

マックスバリュ周南久米店長  

(山口県) 

マックスバリュ徳山東店長 

(山口県) 
中谷 紅兵 

マックスバリュ吉敷店長 

(山口県) 
人事部付 柴田 弘司 

マックスバリュ恩田店長 

(山口県) 

マックスバリュ吉敷店長 

(山口県) 
林 秀和 

ザ・ビッグ安岡店長      

(山口県) 

ザ・ビッグ連島店長 

(岡山県) 
永井 友浩 

 

 

以上 


