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下記の通り人事異動をお知らせします。 2017年2月22日

問い合わせ先：広報室長　　平田　豊彦　　電話03-4582-3015

１．執行役員 新任、昇任、退任、委嘱事項変更　　　発令日：４月１日

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽専務執行役員
　 東京建築支店長

常務執行役員
東京建築支店長

端戸　久仁夫

▽常務執行役員
　 事業開発推進本部長

常務執行役員
東京土木支店長

三宅　悟

▽常務執行役員
　 大阪支店長

執行役員
大阪支店長

毛利　俊彦

▽常務執行役員
　 建築本部副本部長　兼　設計部門統括

執行役員
建築本部副本部長 兼 設計部門統括

碓井　正夫

▽常務執行役員
　 四国支店長

執行役員
四国支店長

秋月　伸治

▽常務執行役員
　 東北支店長

執行役員
東北支店長

雨宮　幸蔵

▽常務執行役員
　 九州支店長

執行役員
九州支店長

緒方　滋

▽常務執行役員
　 土木本部副本部長 兼 営業部門統括 兼 土木営業部長

執行役員
北海道支店長

加島　賢司

▽執行役員
　 国際本部副本部長

執行役員
国際支店

山地　斉

▽執行役員
　 建築本部本部次長

執行役員
建築本部本部次長 兼 建築工事管理部長

加茂　裕之

▽執行役員
   企画部長

企画部長 岩城　純一

▽執行役員
   土木本部本部次長

土木本部土木工事管理部長 柴田　雅俊

▽執行役員
   建築本部本部次長

建築本部本部次長 岩井　正文
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▽執行役員
   東京土木支店長

東北支店副支店長 兼 土木部長 奥井　善之

▽執行役員
   東京建築支店副支店長

東京建築支店副支店長 則行　達也

▽執行役員
   中部支店長

中部支店長 片桐　恵三

発令日：３月３１日

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽退任
常務執行役員
国際支店長付

池尻　茂樹 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
土木本部副本部長 兼 営業部門統括

村上　哲朗 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
技術本部副本部長

西村　憲義 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
横浜支店長

原　健郎 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
事業開発推進本部長

能森　雅己 4月1日付　顧問

２．支店長の異動　発令日：４月1日

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽北海道支店長 土木本部土木営業部長 森　理太郎

▽横浜支店長 横浜支店副支店長 兼 管理部長 橋　修一

▽静岡支店長 中部支店支店次長 兼 建築営業部長 川池　朗

発令日：３月３１日

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽退任 静岡支店長 平松　義康 4月1日付　顧問
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3．人事異動　　発令日：4月1日
新　　　職 旧　　　職 継　続　職 氏　　名

[安全環境統轄部]

▽部長 (東京土木支店　副支店長) 松屋　英夫

[土木本部]

▽土木工事管理部長 中嶋　光祥

▽総合評価方式担当 細野　宏巳

[建築本部]

▽本部次長 (建築営業部長) 石松　郁朗

▽本部次長 (建築技術部長) 松本　啓二

▽建築営業部長 川合　浩介

▽建築工事管理部長 (大阪支店　建築部長) 田中　邦佳

▽建築技術部長 甲田　輝久

[技術本部]

▽副本部長 兼 技術研究所長 谷垣　正治

▽構造技術部長 (第一技術部長) 永元　直樹

▽環境・リニューアル技術部長 (第二技術部長) 西尾　新一

▽建設情報技術部長 (第三技術部長) 戸倉　健太郎

▽生産機械技術部長 菅谷　和人
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[事業開発推進本部]

▽エンジニアリング部長 仙名　修二

[国際本部]

▽本部次長 兼 管理部長 (東京建築支店 副支店長) 石田　大成

[東北支店]

▽土木営業部長 佐々木　靖

▽建築営業部長 大久　光明

▽土木部長 西川　昌伸

[東京土木支店]

▽副支店長 (土木部長) 奥村　一彦

▽安全環境部長 河合　善寿

▽土木部長 大場　聡

[東京建築支店]

▽副支店長 (支店次長) 兼 調達推進室長 小川　浩二

▽安全環境部長 松本　俊一

▽営業管理部長 藤井　理生

▽営業第一部長 (営業第五部長) 桑原　敏郎

▽営業第五部長 山崎　満治

▽リニューアル部長 井上　裕
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[横浜支店]

▽副支店長 兼 建築部長 吉田　洋一

▽管理部長 村上　眞一

[中部支店]

▽副支店長 (支店次長 兼 土木部長) 門出　英揮

▽建築営業部長 神原　清文

▽土木部長 伊藤　公彦

▽設計部長 杉山　光宏

［大阪支店］

▽土木部長 河野　信介

▽建築部長 丸山　正

[九州支店]

▽副支店長 兼 建築営業部長 (建築部長) 片山　知巳

▽建築部長 角　賢一

[国際支店]

▽副支店長 (建築営業部長) 松本　久

▽管理部長 岡島　千木

▽建築営業部長 木村　泰雄

▽土木部長 柳瀬　進

以上
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