
五洋建設株式会社 平成30年3⽉22⽇

問合せ先：経営企画部広報グループ⻑ 松村俊明 電話０３－３８１７－７５５０

▼⼈事異動
（発令⽇：平成30年4⽉1⽇）

新職 旧職 継続職 ⽒名

▽経営管理本部⼈事部⻑ （経営管理本部⼈事部⼈事グループ⻑） 榊原 知孝

▽経営管理本部⼈事部専⾨部⻑兼経営管理本部
⼈事部ダイバーシティ推進センター⻑

藁⾕  ⾹織

▽経営管理本部⼈事部安全品質教育センター専
⾨部⻑

（経営管理本部⼈事部専⾨部⻑兼経営管理本部
⼈事部ダイバーシティ推進室⻑）

鈴⽊ 裕⼈

▽経営管理本部経営企画部専⾨部⻑ （名古屋⽀店総務部⻑） 畠⼭ 秀樹

▽経営管理本部総務部法務グループ⻑ （経営管理本部総務部専⾨部⻑） 齋藤  正和

▽技術研究所専⾨部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊企画部専⾨部⻑） 荻野 次郎

▽技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑ ⽯⽥ 仁

▽技術研究所建築技術開発部開発グループ⻑ （技術研究所建築技術開発部専⾨部⻑） 前島  克朗

▽安全品質環境本部安全品質環境部専⾨部⻑ 檜⼭ 博昭

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部環境事業部エンジニアリン
ググループ⻑

（⼟⽊部⾨⼟⽊本部環境事業部専⾨部⻑） 江⼝ 信也
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部環境事業部専⾨部⻑ ⽥中  裕⼀

▽⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部専⾨部⻑ 安藤 満

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第三営業部⻑ 兼⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第四営業部⻑ 梶元 淳⼆

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部専
⾨部⻑

⼭本 省吾

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊技術部専⾨部⻑ （技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑） ⼩野 滋久

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部第⼀法⼈グ
ループ⻑

（建築部⾨建築営業本部第三営業部法⼈グルー
プ⻑）

加藤  俊之

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部第⼆法⼈グ
ループ⻑

（建築部⾨建築営業本部第⼆営業部法⼈グルー
プ⻑）

加幸 国広

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築営業本部第三営業部専⾨部⻑） ⽔野 廉弘

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築営業本部第三営業部専⾨部⻑） 上野 純

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ ⼤牧 眞太郎

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ 池⽥ 達弥

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築営業本部第三営業部専⾨部⻑） 森⽊ 久司

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築営業本部第三営業部専⾨部⻑） 植野 孝弘
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽建築部⾨建築営業本部第三営業部医療・福祉
グループ⻑

（建築部⾨建築営業本部第⼆営業部医療・福祉
グループ⻑）

⾼賀茂 洋史

▽建築部⾨建築営業本部第三営業部法⼈グルー
プ⻑

（建築部⾨建築営業本部⾸都圏営業部横浜グ
ループ⻑）

⼭道 久史

▽建築部⾨建築営業本部第三営業部物流･⾷品グ
ループ⻑

（建築部⾨建築営業本部第三営業部専⾨部⻑） 齋藤 知之

▽建築部⾨都市開発本部都市開発部専⾨部⻑ 加藤 哲也

▽建築部⾨建築本部建築部⻑ （東北⽀店建築部⻑） 柳沢 純⼀

▽建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑ （名古屋⽀店建築部⻑） 関⾕ 忠良

▽建築部⾨建築本部建築設計部建築設計1グルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 上⽥ 泰弘

▽建築部⾨建築本部建築設計部建築設計2グルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 熊尾 孝明

▽建築部⾨建築本部建築設計部設備設計1グルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部設備設計グルー
プ⻑）

⼤⽯ 利治

▽建築部⾨建築本部建築設計部設備設計2グルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） ⾦津 ⽂夫

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 鴇⽥ 圭司

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 岩⽥ 昌三

▽建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑ （建築部⾨建築本部技術部ＢＩＭ推進室⻑） 中村 治男
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新職 旧職 継続職 ⽒名

（⾹港営業所⻑） 国際部⾨国際⼟⽊本部副本部⻑ ⽥⼝ 治宏

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑ 千⽥ 裕

▽国際部⾨国際建築本部統括部⻑兼国際部⾨国
際建築本部技術部⻑

（国際部⾨国際建築本部建築事業部⻑） 伊原 成章

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑ 沖⽥ 勝弘

▽国際部⾨国際建築本部技術部専⾨部⻑ 松村 健⼆

▽⾹港営業所⻑ （東京建築⽀店総務部⻑） ⼭本 岳

▽ベトナム営業所⻑ 桑原 善浩

▽ミャンマー営業所副所⻑兼専⾨部⻑ 曵沼 賢

▽国際部⾨国際建築本部副本部⻑
（国際部⾨国際建築本部建築事業部⻑（QS担
当））

タン・チー・セン

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部⻑
（国際部⾨国際建築本部建築事業部グループ⻑
（建築））

コー・タッ・ミン

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部専⾨部⻑ デービッド・スウィーニー

▽国際部⾨国際⼟⽊本部技術部専⾨部⻑ リ・ポー・ヨン

▽札幌⽀店安全品質環境部⻑ ⽯川 憲
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽東北⽀店安全品質環境部⻑ 伴 喜⽣

▽東北⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 沼部 聡⼀

▽東北⽀店建築部⻑ （東京建築⽀店建築部建築グループ⻑） ⼤野 明

▽東京⼟⽊⽀店副⽀店⻑ （九州⽀店副⽀店⻑） ⽟井  昭治

▽東京⼟⽊⽀店安全品質環境部⻑兼東京建築⽀
店安全品質環境部⻑

（東京⼟⽊⽀店安全品質環境部専⾨部⻑兼東京
建築⽀店安全品質環境部専⾨部⻑）

段林 朋美

▽東京⼟⽊⽀店安全品質環境部専⾨部⻑兼東京
建築⽀店安全品質環境部専⾨部⻑

（建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑） 井⼾ 勇⼆

▽東京⼟⽊⽀店安全品質環境部専⾨部⻑兼東京
建築⽀店安全品質環境部専⾨部⻑

藤澤 宏

▽東京⼟⽊⽀店安全品質環境部専⾨部⻑兼東京
建築⽀店安全品質環境部専⾨部⻑

渡部 光輝

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ 伊佐地 充

▽東京⼟⽊⽀店営業部⻑ （東京⼟⽊⽀店営業部専⾨部⻑）   鶴飼 武史

▽東京⼟⽊⽀店営業部専⾨部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第三営業部専⾨部⻑） 横⼭ 博実

▽東京⼟⽊⽀店営業部専⾨部⻑ 岸⽥ 宣幸

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊プロジェクト部⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部専
⾨部⻑）

折橋 恒春
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊プロジェクト部専⾨部⻑ 鵜飼 克⾂

▽東京⼟⽊⽀店東電福島営業所⻑
（東京⼟⽊⽀店茨城営業所⻑兼東京建築⽀店茨
城営業所⻑）

⽥中 正和

▽東京⼟⽊⽀店茨城営業所⻑兼東京建築⽀店茨
城営業所⻑

（東京⼟⽊⽀店⼟⽊プロジェクト部⻑） 中井 潤⼀

▽東京建築⽀店副⽀店⻑ （東京建築⽀店統括部⻑） 兼東京建築⽀店建築部⻑ 寺⽥ 新⼀

▽東京建築⽀店統括部⻑ （東京建築⽀店建築部⼯事部⻑） ⽚平 隆志

▽東京建築⽀店総務部⻑ （四国⽀店総務部⻑） 別役 哲也

▽東京建築⽀店建築部専⾨部⻑兼北陸⽀店建築
部専⾨部⻑

本⽥ 信司

▽東京建築⽀店⾒積部専⾨部⻑ ⾕岡 正教

▽東京建築⽀店設備部⼯事部⻑ 加藤 財英

▽北陸⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ ⼤久保 泰宏

▽北陸⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 橋本 敦

▽名古屋⽀店総務部⻑ （経営管理本部総務部専⾨部⻑）   尾台 陸治

▽名古屋⽀店安全品質環境部⻑ 平⼿ 克典
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽名古屋⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ 松浦 宏次

▽名古屋⽀店建築部⻑ （建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑） 外畑 秀樹

▽⼤阪⽀店副⽀店⻑ （⼤阪⽀店統括部⻑） 安藤 博之

（建築部⾨建築本部副本部⻑） ⼤阪⽀店副⽀店⻑ ⽊村 天

▽⼤阪⽀店建築部⼯事部⻑ 野⽥ 幸弘

▽⼤阪⽀店建築部品質管理室⻑ （⼤阪⽀店建築部専⾨部⻑） ⽥中  正浩

▽中国⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ ⼩川屋 浩⽔

▽中国⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 村上 亨司

▽中国⽀店建築部⼯事部⻑ ⼭⼝ 清⽂

▽中国⽀店建築部専⾨部⻑ 中川 ⻲⼆

▽四国⽀店統括部⻑ 兼四国⽀店⼟⽊部⻑ ⼭本 晴樹

▽四国⽀店総務部⻑ （経営管理本部⼈事部専⾨部⻑） ⼤塚 健

▽四国⽀店営業部専⾨部⻑ 桂 寿⼈
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽四国⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 權代 信次

▽九州⽀店副⽀店⻑ （九州⽀店⼟⽊部⻑） ⼩倉 征⺒

▽九州⽀店専⾨副⽀店⻑ 野⾕ 斎

▽九州⽀店専⾨副⽀店⻑ （九州⽀店⼟⽊営業部⻑） 兼九州⽀店沖縄営業所⻑ 佐々⽊  秀尚

▽九州⽀店⼟⽊部⻑ （九州⽀店⼟⽊部⼯事部⻑） ⾦⼦ 泰利

▽九州⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 鮎川 幹男

▽九州⽀店建築部専⾨部⻑ （建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 叶⽥ 剛

▽九州⽀店建築部専⾨部⻑ ⽔崎 祐⼀

▽九州⽀店建築部⼯事部⻑ （九州⽀店建築部専⾨部⻑） 宮原 ⼀治
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