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三井住友建設株式会社(1821) 2021年2月24日
問い合わせ先：広報室長　　平田　豊彦　　電話03-4582-3015

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽取締役
　 （6月下旬 取締役退任予定）

代表取締役
執行役員副社長
安全環境生産管理本部 管掌
安全環境生産管理本部担当役員

端戸　久仁夫

▽代表取締役
　 執行役員副社長
　 管理本部・事業開発推進本部・国際本部 管掌
   監査部・秘書室担当役員

代表取締役
執行役員副社長
事業開発推進本部・国際本部 管掌
監査部・秘書室担当役員、管理本部長

君島　章兒

 

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽専務執行役員
　 安全環境生産管理本部担当、DX推進担当

専務執行役員
安全環境生産管理本部長

相良　毅

▽専務執行役員
   国際本部長

専務執行役員
国際支店長 辻　良樹

▽常務執行役員
　 経営企画本部長

常務執行役員
国際本部長

岩城　純一

▽常務執行役員
　 土木本部副本部長 兼 営業部門統括

常務執行役員
土木本部副本部長（土木設計部門担当） 兼 営業部門統括

森　理太郎

▽常務執行役員
　 建築本部副本部長　兼 工事技術部門統括、調達部（建築）担当役員

常務執行役員
建築本部副本部長 兼 工事部門統括、調達センター（建築）担当役員

片山　知巳

▽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
技術本部長

蔵田　富雄

▽常務執行役員
　 経営企画本部副本部長、
　 管理本部人事部長付（6月下旬SMCコスモソリューションズ㈱社長就任予定）

執行役員
横浜支店長

橋　修一

▽常務執行役員
　 土木本部副本部長 兼 工事技術設計部門統括、調達部（土木）担当役員

執行役員
北海道支店長

中村　收志

▽執行役員
　 土木本部副本部長（PC営業担当）

執行役員
土木本部副本部長（PC営業担当 兼 橋梁構造設計部門担当）

亀山　誠人

▽執行役員
　 建築本部副本部長 兼 営業部門統括

執行役員
建築本部本部次長 兼 建築営業部長

松井　豊雄

▽執行役員
　 管理本部長

執行役員
管理本部副本部長 兼 法務部長

北原　和明

▽執行役員
　 国際支店長

執行役員
国際支店副支店長 兼 設備部長

居相　博亮

▽執行役員
　 管理本部副本部長 兼 人事部長

管理本部人事部長 清水　修

１．代表取締役 退任、管掌・委嘱事項変更　発令日：４月１日

２．執行役員 新任、昇任、退任、委嘱事項変更　　発令日：４月１日
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▽執行役員
　 安全環境生産管理本部長

安全環境生産管理本部建築生産システム部長 加納　嘉

▽執行役員
　 建築本部本部次長 兼 建築営業部長

建築本部建築営業部長 青木　博

▽執行役員
　 大阪支店副支店長

大阪支店副支店長 室田　敬

▽執行役員
 　四国支店長

四国支店長 平　喜彦

発令日：３月３１日

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考

▽退任
常務執行役員
建築本部副本部長 兼 営業部門統括

石川　真吾 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
建築本部副本部長 兼 設計部門統括

碓井　正夫 4月1日付　顧問

▽退任
常務執行役員
土木本部副本部長 兼 工事部門統括、調達センター（土木）担当役員

奥井　善之 4月1日付　顧問

▽退任
執行役員
経営企画本部本部次長 兼 広報室長

平田　豊彦
4月1日付　理事
経営企画本部本部次長 兼 広報室長

新　　　職 現　　　　職 氏　　名 備　　考
▽取締役
　 専務執行役員
　 安全環境生産管理本部担当、DX推進担当

専務執行役員
安全環境生産管理本部担当、DX推進担当

相良　毅

▽社外取締役 川田　司

▽退任　顧問 取締役 端戸　久仁夫

３．取締役 新任、退任　　発令日：６月下旬予定
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４．人事異動　発令日：４月１日

新　　　職 旧職 継続職 氏名

〔経営企画本部〕

▽本部次長 兼 企画部長 由井　孝

▽DX推進部長 (経営企画本部建設ＩＴデザイン室長) 吉田　昌司

▽情報セキュリティ管理室長 嶋田　英樹

▽関連事業部長 三嶋　常弘

[管理本部]

▽法務部長 (管理本部法務部副部長) 横山　勝

▽財務部副部長 熊谷　忍

[安全環境生産管理本部]

▽建築生産システム部長 帖佐　泰郎

▽調達部長 (調達センター長) 岩佐　浩光

[土木本部]

▽土木営業部長 斯波　明宏

▽土木統括室長 田添　耕治

[建築本部]

▽本部次長 (建築本部構造設計ディビジョン長) 小林　知己

▽建築営業部長 妹尾　健二

▽設備部長 谷口　和弘

▽BIM企画部長 小田　稔

▽第一設計部長 (建築本部第一設計ディビジョン長) 奥村　浩和

▽第二設計部長 (建築本部第二設計ディビジョン長) 松崎　真豊

▽第三設計部長 (建築本部第三設計ディビジョン長) 山本　陽介

▽構造設計部長 和田　卓

▽構造開発部長 (技術本部第二構造技術部長) 徳武　茂隆
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▽設備設計部長 (建築本部設備設計ディビジョン長) 高木　英治

[技術本部]

▽本部長 (技術本部副本部長 兼 R＆Dセンター長) 谷口　秀明

▽副本部長 兼 環境・エネルギー技術部長 西尾　新一

▽技術企画部長 江頭　寛

▽知的財産部長 戸村　豪治

▽構造技術部長 (技術本部第一構造技術部長) 永元　直樹

▽免制震技術部長 (技術本部第三構造技術部長) 原田　浩之

▽デジタルコンストラクション推進部長 (技術本部建設情報技術部長) 戸倉　健太郎

▽次世代生産システム部長 (技術本部生産機械技術部長) 菅谷　和人

▽R＆Dセンター長 浅井　洋

[事業開発推進本部]

▽副本部長 (事業開発推進本部本部次長、経営企画本部本部次長) 和田　毅智

[国際本部]

▽本部次長 経営企画本部本部次長 左子　斉

［北海道支店］

▽支店長 (建築本部本部次長) 石田　直樹

［東京土木支店］

▽副支店長 (東京土木支店支店次長 兼 土木部長) 大場　聡

▽土木部長 原田　文和

［東京建築支店］

▽副支店長 (東京建築支店支店次長) 兼 工事管理部長 渡部　栄二

▽副支店長 (東京建築支店支店次長) 島田　喜信
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▽副支店長 (東京建築支店建築第二部長) 渡部　正則

▽支店次長 (東京建築支店管理部長) 富村　幸司

▽支店次長 兼 営業第三部長 藤川　信也

▽管理部長 大方　一郎

▽建築第二部長 沖林　俊和

▽設計部長 (建築本部第四設計ディビジョン長) 幅　康宏

［横浜支店］

▽支店長 (横浜支店副支店長 兼 建築部長) 吉田　洋一

▽建築部長 中田　竜二

▽設計部長 庄司　愛

［中部支店］

▽管理部長 (経営企画本部関連事業部長) 小淵　拓哉

▽建築部長 内山　恭秀

［静岡支店］

▽建築営業部長 新田　成

［大阪支店］

▽能登川工場長 山中　康司

［広島支店］

▽調達部長 平田　佳子

［四国支店］

▽建築営業部長 河村　敏之

▽土木部長 加藤　俊之
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［九州支店］

▽土木営業部長 柳　好二郎

[国際支店]

▽設備部長 (建築本部設備部長) 椿　健作

５．４月１日付　機構改革

以上

・経営企画本部に「ＤＸ推進部」、「情報セキュリティ管理室」を新設し、「建設ＩＴデザイン室」を廃止

・本店組織の「調達センター」を廃止

・安全環境生産管理本部に「調達部」を新設

・建築本部に「ＢＩＭ企画部」、「構造開発部」を新設し、「ＩＣＴ・ＢＩＭ推進室」、「第四設計ディビジョン」を廃止

・土木本部に「土木統括室」を新設

・広島支店に「調達部」を新設

・建築本部設計部門の「ディビジョン」を「部」に呼称変更

・技術本部「構造技術部」、「免制震技術部」を新設し、「第一構造技術部」、「第二構造技術部」、「第三構造技術部」を廃止

・技術本部「建設情報技術部」を「デジタルコンストラクション推進部」に、「生産機械技術部」を「次世代生産システム部」に改称

・東京建築支店に「設計部」を新設

・横浜支店に「設計部」を新設

・大阪支店に「能登川工場」を新設
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