
平成28年3月22日

報道各位

五洋建設株式会社

経営企画部広報グループ長　松村俊明

▼人事異動
（発令日：平成28年4月1日）

新職 旧職 継続職 氏名

経営管理本部経営企画部長 経営管理本部経営企画部グループ長 住田　佳津男

経営管理本部総務部総務グループ長 北陸支店総務部長 安藤　慎太郎

（兼）経営管理本部人事部ダイバーシティ推進
室長

経営管理本部人事部専門部長 鈴木　裕人

経営管理本部人事部専門部長 伴　秀彦

経営管理本部人事部専門部長 榊原　知孝

経営管理本部財務部長 遠藤　淳一

安全品質環境本部安全品質環境部長 中国支店安全品質環境部長 岡野  和英

技術研究所土木技術開発部海上グループ長 技術研究所専門部長 森屋　陽一

      会社人事のお知らせ        
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新職 旧職 継続職 氏名

技術研究所土木技術開発部地盤グループ長 技術研究所土木技術開発部専門部長 熊谷　隆宏

土木部門土木企画部長 中国支店土木営業部長 田口　智

土木部門土木営業本部第三営業部専門部長 東北支店土木営業部長 横山　博実

土木部門土木営業本部第三営業部専門部長 清水　学

土木部門土木営業本部第四営業部専門部長 札幌支店土木営業部長 金子　潤一

土木部門土木営業本部第四営業部専門部長 砥上　祐幸

土木部門土木営業本部土木プロジェクト部専門
部長

折橋　恒春

土木部門土木営業本部土木プロジェクト部専門
部長

木井  敦夫

土木部門土木本部土木技術部統括部長 東京土木支店統括部長 清水　和之

土木部門土木本部土木部専門部長 東北支店土木営業部専門部長 二階堂　一哉

土木部門土木本部土木部専門部長 若杉　洋一
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新職 旧職 継続職 氏名

土木部門土木本部土木部専門部長 　 石澤　秀文

土木部門土木本部土木技術部長 東京土木支店技術部長 川崎　光洋

土木部門土木本部土木技術部専門部長 大阪支店土木部長 俣野　文孝

土木部門土木本部土木技術部専門部長 東京土木支店技術部専門部長 山本　晃久

土木部門土木本部船舶機械部船舶グループ長 土木部門土木本部船舶機械部専門部長 富加見  洋

土木部門土木本部船舶機械部開発グループ長 土木部門土木本部船舶機械部専門部長 杉本  英樹

土木部門土木本部土木設計部地盤・耐震グ
ループ長

土木部門土木本部土木設計部専門部長 山本　敦

土木部門土木本部土木設計部海上グループ長 土木部門土木本部土木設計部専門部長 北尾　和則

土木部門土木本部土木設計部臨海グループ長 　 矢澤　岳

土木部門土木本部土木設計部専門部長 　 山下　徹

土木部門土木２０２０事業部専門部長 　 野中　宗一郎
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土木部門土木２０２０事業部専門部長 　 和栗　成樹

建築部門建築企画部専門部長 四国支店総務部長 福原  敏夫

建築部門建築営業本部首都圏営業部長
建築部門建築営業本部首都圏営業部グ
ループ長

谷崎　重行

建築部門建築営業本部首都圏営業部専門部
長

　 關  正治

建築部門建築営業本部第三営業部専門部長 　 齋藤　知之

建築部門建築本部建築部専門部長 建築部門建築本部設備部長 大高　晴季

建築部門建築本部建築設計部統括部長 建築部門建築本部建築設計部長 神林　一隆

建築部門建築本部建築設計部長 建築部門建築本部建築設計部グループ長 蓑　真弘

建築部門建築本部建築設計部専門部長 　 坂本　隆之

建築部門建築本部建築設計部専門部長 　 服部　雅郁

建築部門建築本部建築設計部専門部長 　 上田　泰弘
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建築部門建築本部建築設計部専門部長 　 熊尾　孝明

建築部門建築本部建築設計部専門部長 　 金津　文夫

建築部門建築本部設備部長 東京建築支店設備部長 川延　直樹

建築部門建築本部見積調達部長 中国支店建築部専門部長 山影  久尚

建築部門建築本部技術部統括部長 建築部門建築本部技術部長 吉田　成男

建築部門建築本部技術部長 建築部門建築本部技術部専門部長 渕上　勝志

建築部門建築本部技術部専門部長 東北支店建築部長 鈴木　実

国際部門国際土木本部副本部長 　 （兼）香港営業所長 田口　治宏

国際部門国際土木本部土木事業部長（兼）
国際部門国際土木本部土木事業部営業グ
ループ長

国際部門国際土木本部土木事業部海上
土木グループ長

　 高橋　宏明

国際部門国際土木本部土木事業部海上土木
グループ長

　 篠田　博

国際部門国際土木本部土木事業部陸上土木
グループ長

　 荒木　俊雄
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新職 旧職 継続職 氏名

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長 高江　圭作

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長 有賀　健滋

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長 リム・ムイ　キャン

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長 チュイ・チャック　ラム

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長 ヴー・ティ　ホイ・チュン

国際部門国際土木本部土木事業部専門部長
（兼）国際部門国際建築本部建築事業部専門
部長

ポ・レイ　エン

国際部門国際土木本部技術部長 国際部門国際土木本部技術部グループ長 松本　英嗣

（兼）シンガポール営業所長 国際部門国際建築本部統括部長 長尾　剛

国際部門国際建築本部建築事業部専門部長 酒井　隆行

国際部門国際建築本部建築事業部専門部長 池上　昭光

国際部門国際建築本部建築事業部専門部長 テイ・チャイ　ニ
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国際部門国際建築本部建築事業部専門部長 リム・メイ　ユエン

国際部門国際管理本部国際総務部長
国際部門国際管理本部国際総務部グ
ループ長

中川　裕一郎

国際部門国際管理本部国際総務部専門部長 　 山中　拓

札幌支店土木営業部長 土木部門土木本部土木設計部グループ長 佐々木　広輝

東北支店土木営業部長 　 川俣　奨

東北支店土木部工事部長 東京土木支店土木部工事部長 八木　正晴

東北支店建築部長 東京建築支店見積部長 柳沢　純一

東北支店建築部専門部長 建築部門建築本部見積調達部専門部長 小林　誠治

東京土木支店副支店長 土木部門土木本部副本部長 松尾　史朗

東京土木支店副支店長 東京土木支店専門副支店長
（兼）東京土木支店横浜営業支店長
（兼）東京建築支店横浜営業支店長

五月女　洋

東京土木支店総務部専門部長 東京土木支店工務部長 岸　俊作

7 / 12 ページ 五洋建設株式会社



新職 旧職 継続職 氏名

東京土木支店安全品質環境部専門部長（兼）
東京建築支店安全品質環境部専門部長

田邉　貞幸

東京土木支店安全品質環境部専門部長（兼）
東京建築支店安全品質環境部専門部長

段林　朋美

東京土木支店営業部統括部長 東京土木支店営業部長 古池　章浩

東京土木支店営業部長 日隈　裕史

東京土木支店営業部長 豊田　泰晴

東京土木支店土木部工事部長 石川　陽一

東京土木支店技術部長 東京土木支店技術部専門部長 松本　正一郎

東京建築支店総務部専門部長 木下　昌悟

東京建築支店建築部工事部長 吉田　英友

東京建築支店建築部工事部長 近江　大輔

東京建築支店設備部長 東京建築支店設備部工事部長 阪本　泰行
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新職 旧職 継続職 氏名

東京建築支店設備部専門部長 建築部門建築本部設備部専門部長 中嶋　誠治

東京建築支店見積部長 東京建築支店見積部グループ長 引田　正挙

東京建築支店品質管理室長 建築部門建築本部建築部専門部長 田中　正浩

東京建築支店品質管理室専門部長 東京建築支店建築部グループ長 岡田　吉正

東京建築支店品質管理室専門部長 東京建築支店建築部専門部長 田村　満

東京建築支店品質管理室専門部長 才木  長門

北陸支店総務部長 経営管理本部総務部専門部長 塩島　邦彦

名古屋支店副支店長 土木部門土木企画部長 山口　和彦

名古屋支店土木営業部民間技術グループ長 　 原　基久

名古屋支店土木営業部専門部長 　 車田　佳範

名古屋支店土木部長 名古屋支店土木部工事部長 上林　佳樹
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新職 旧職 継続職 氏名

大阪支店統括部長（建築担当）（兼）
大阪支店建築営業部長

大阪支店建築部長 安藤　博之

大阪支店土木営業部営業グループ長 　 川田　博一

大阪支店土木部長 大阪支店土木部工事部長 清水　偉章

大阪支店建築営業部営業グループ長 　 松本　信昭

大阪支店建築部長 四国支店建築部長 今野　良之

大阪支店建築部専門部長 　 山下　実雄

中国支店安全品質環境部長 　 山内　進

中国支店土木営業部長 　 吉村　浩

中国支店土木営業部技術グループ長 　 佐藤　哲也

中国支店土木営業部専門部長 中国支店山口営業支店長 吉田　均

中国支店土木営業部専門部長 　 村内　英司
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新職 旧職 継続職 氏名

中国支店土木部長 中国支店土木部工事部長 大石　光明

中国支店土木部専門部長 土木部門土木本部土木部専門部長 森　武志

中国支店建築営業部営業グループ長 川田  幸一

中国支店建築部工事部長 中国支店建築部専門部長 福田　真三

中国支店山口営業支店長 中国支店土木部長 宇梶　敏彦

中国支店福山営業所長 内海　聖三

四国支店副支店長
四国支店専門副支店長（兼）四国支店営
業部長

千綿　雅生

四国支店副支店長 四国支店専門副支店長 増原　稔之

四国支店総務部長 別役　哲也

四国支店営業部長 塩田　耕司

四国支店営業部長 松本　一将
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新職 旧職 継続職 氏名

四国支店営業部専門部長 四国支店建築部工事部長 濵中　政利

四国支店建築部長 中国支店建築部工事部長 山口　隆之

九州支店購買部長 渡邉　寛

九州支店土木営業部民間グループ長
土木部門土木営業本部第四営業部専門
部長

井上　元

九州支店土木部専門部長 大根田　隆光

九州支店土木部専門部長 住田　裕志

九州支店建築営業部専門部長 大阪支店建築営業部長 白川　淳一

警固屋船渠（株）代表取締役社長（兼）
土木部門土木本部副本部長

久留島　匡繕

（兼）土木部門土木本部専門副本部長 ドミ環境（株）代表取締役社長 山内　裕元
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