
平成 15年 1月 15日 
各 位 

                        三井建設株式会社 
                              広報室長 南 隆一 

                        住友建設株式会社 
企画室広報チームリーダー 

                                  伊藤 重昭 
    

三井住友建設株式会社の役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の役員人事内定のお知らせ三井住友建設株式会社の役員人事内定のお知らせ 
 

 三井建設株式会社及び住友建設株式会社は、本日（1月 15日）の取締役会において、本
年 4 月 1 日より発足する三井住友建設株式会社の役員人事を、同日付にて下記の通り内定
いたしました。 
なお、各役員の正式就任は、来る 2月 14日開催予定の両社臨時株主総会並びに、4月 1

日開催予定の取締役会の決議を経て、決定となります。 
 

記 
 
◎ 会長・社長人事 
 
     取締役会長   辻本  均  （現 住友建設株式会社 代表取締役社長） 
   代表取締役社長   清   昇  （現 三井建設株式会社 代表取締役社長） 
 
         ※ 略歴は別紙の通り。 
 
◎ その他の役員人事 
 
   別紙の通り 

以 上 
 

＜本件に関する問合せ先＞ 
三井建設(株)広報室 南 

℡03－5614－9826 
住友建設(株)企画室 
広報チーム 伊藤 
℡03－3225－5101 



 

経 歴 書 

 
つじもと  ひとし 

辻 本   均 
 
１．生年月日    昭和１３年 ５月１３日生 
 
２．学  歴    昭和３７年 ３月  京都大学工学部建築学科卒業 
   
３．職  歴    昭和３７年 ４月  住友建設株式会社入社 
               

昭和６３年１０月  同社 建築部長 
 

平成 ３年 ９月  同社 海外工事部統括所長 
 
平成 ４年 ６月  同社 取締役東京支店副支店長 
 
平成 ７年 ４月  同社 常務取締役大阪支店長 

 
平成１０年 ４月  同社 常務取締役 

建築本部付兼建築統括部長 
 

平成１０年 ６月  同社 専務取締役建築本部長 
 

平成１１年 ６月  同社 代表取締役社長 就任 
 

平成１４年 ４月  同社 代表取締役社長 
         兼建築本部長 

           
          平成１５年 ４月  三井住友建設株式会社 
                       取締役会長 就任予定 

 
以 上 



 

経 歴 書 

 
せい     のぼる 

清     昇 
 
１．生年月日    昭和１５年 ２月２３日生 
 
２．学  歴    昭和３８年 ３月  早稲田大学第一理工学部建築学科卒業 
   
３．職  歴    昭和３８年 ４月  三井建設株式会社入社 

               
昭和６２年１１月  同社 横浜支店建築部長 

 
平成 ７年 ５月  同社 横浜支店長 

 
平成 ７年 ６月  同社 取締役横浜支店長 

 
平成１１年 ４月  同社 取締役建築営業本部長 

 
平成１１年 ６月  同社 常務取締役建築営業本部長 

 
平成１２年 ４月  同社 常務取締役建築本部長 
 
平成１２年 ６月  同社 専務取締役兼専務執行役員建築本部長         

      
平成１３年 ４月  同社 専務取締役 

兼専務執行役員建築事業本部長 
 

平成１３年 ６月  同社 代表取締役社長  
          兼執行役員社長建築事業本部長 就任 
 

          平成１５年 ４月  三井住友建設株式会社 
代表取締役社長 就任予定 

以 上 



三井住友建設株式会社役員（平成１５年４月１日予定） 

① 取 締 役 
 
取締役会長           辻辻辻辻    本本本本            均均均均        （現住友建設株式会社 代表取締役社長） 
 
代表取締役社長         清清清清                    昇昇昇昇        （現三井建設株式会社 代表取締役社長 

                      兼執行役員社長） 
 
代表取締役副社長        友友友友    保保保保            宏宏宏宏        （現住友建設株式会社 代表取締役副社長 
土木事業本部管掌、国際                  兼執行役員副社長） 
事業部・安全統括部担当 
 
代表取締役副社長        滝滝滝滝    澤澤澤澤    英英英英    一一一一        （現三井建設株式会社 代表取締役副社長 
建築事業本部管掌                     兼執行役員副社長） 
 
専務取締役           中中中中    島島島島    靖靖靖靖    雄雄雄雄        （現住友建設株式会社 専務取締役 
経営企画本部・管理本部管掌                兼専務執行役員） 
 
専務取締役           中中中中    島島島島    浩浩浩浩    昭昭昭昭        （現三井建設株式会社 代表取締役専務取締役 
環境・品質マネジメント部担当               兼専務執行役員） 
 
専務取締役           上上上上    野野野野    俊俊俊俊    一一一一        （現住友建設株式会社 専務取締役 
管理本部長、人事部担当                  兼専務執行役員） 
 
専務取締役           五五五五    反反反反    文文文文    雄雄雄雄        （現三井建設株式会社 専務取締役 
経営企画本部長                      兼専務執行役員） 
 
常務取締役           荒荒荒荒    船船船船    啓啓啓啓    作作作作        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部長 
 
常務取締役           小小小小    池池池池            徹徹徹徹  （現三井建設株式会社 常務取締役 
管理本部副本部長                            兼常務執行役員） 
兼財務統括部長 
 
常務取締役           則則則則    久久久久    芳芳芳芳    行行行行        （現住友建設株式会社 常務執行役員） 
土木事業本部副本部長 
兼 PC営業統括部長 
 
常務取締役           村村村村    川川川川    忠忠忠忠    生生生生        （現三井建設株式会社 常務取締役 
土木事業本部副本部長                   兼常務執行役員） 
 



常務取締役           八八八八    木木木木    愼一郎愼一郎愼一郎愼一郎        （現三井建設株式会社 常務取締役 
建築事業本部長                      兼常務執行役員） 
 
常務取締役           鈴鈴鈴鈴    木木木木    伸伸伸伸    彦彦彦彦  （現三井建設株式会社 常務取締役 
建築事業本部営業担当                   兼常務執行役員） 
 
取締役             大大大大    山山山山    雅雅雅雅    宏宏宏宏        （現住友建設株式会社 執行役員） 
建築事業本部副本部長 
兼建築営業統括部長 
 
取締役             宮宮宮宮    田田田田    博博博博    之之之之        （現住友建設株式会社 執行役員） 
経営企画本部副本部長 

以上１６名 
 
② 監 査 役 
 
常勤監査役           小小小小    松松松松    隆隆隆隆    彦彦彦彦        （現住友建設株式会社 代表取締役副社長 
                              兼執行役員副社長） 
 
常勤監査役           谷谷谷谷    山山山山    啓啓啓啓    一一一一   （現三井建設株式会社 常勤監査役） 
 
常勤監査役           田井中田井中田井中田井中    伸伸伸伸    夫夫夫夫        （現住友建設株式会社 常勤監査役） 
 
常勤監査役           天天天天    本本本本    信信信信    良良良良   （現三井建設株式会社 常勤監査役） 
 
監査役             篠篠篠篠    﨑﨑﨑﨑    昭昭昭昭    彦彦彦彦         （現住友建設株式会社 監査役） 
 
監査役                       大大大大        場場場場                        健健健健    （現三井建設株式会社 監査役） 
 
                                                                               以上６名 


