
五洋建設株式会社 2019年3⽉19⽇

問合せ先︓経営企画部⻑ 畠⼭秀樹 電話０３－３８１７－７５５０

▼⼈事異動
（発令⽇︓2019年4⽉1⽇）

新職 旧職 継続職 ⽒名

▽経営管理本部⼈事部専⾨部⻑ （東北⽀店総務部⻑） 芝原 英彰

▽経営管理本部⼈事部安全品質教育センター専
⾨部⻑

（建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑） 鈴⽊ 実

▽経営管理本部⼈事部安全品質教育センター専
⾨部⻑

⼤原 智樹

▽経営管理本部経営企画部秘書グループ⻑ 兼経営管理本部総務部総務グループ⻑ 安藤 慎太郎

▽経営管理本部経営企画部専⾨部⻑ （⼤阪⽀店総務部⻑） ⾕ 浩之

▽経営管理本部総務部法務グループ⻑ （国際部⾨国際管理本部国際総務部⻑） 中川 裕⼀郎

▽総合監査部専⾨部⻑ （経営管理本部総務部法務グループ⻑） 齋藤  正和

▽技術研究所企画グループ⻑兼技術研究所⼟⽊
技術開発部海上グループ⻑

（⼟⽊部⾨⼟⽊本部環境事業部環境研究グルー
プ⻑）

鵜飼 亮⾏

▽技術研究所⼟⽊技術開発部ＩＣＴグループ⻑ （技術研究所⼟⽊技術開発部海上グループ⻑） 森屋 陽⼀

▽技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑ ⽚⼭ 裕之
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽技術研究所建築技術開発部⻑ （建築部⾨建築本部技術部⻑） 渕上 勝志

▽技術研究所建築技術開発部専⾨部⻑ ⼩座野 貴弘

▽⼟⽊部⾨環境事業部⻑（企画） （⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部⻑） 前⽥ 泰芳

▽⼟⽊部⾨環境事業部⼟壌環境グループ⻑
（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）

江⼝ 信也

▽⼟⽊部⾨環境事業部海域環境グループ⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部技術グループ
⻑）

野中 宗⼀郎

▽⼟⽊部⾨環境事業部企画グループ⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部専⾨部⻑） 和栗 成樹

▽⼟⽊部⾨環境事業部専⾨部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部専⾨部⻑） 安藤 満

▽⼟⽊部⾨環境事業部専⾨部⻑ 徳⼭ ⽂祐

▽⼟⽊部⾨環境事業部専⾨部⻑ 渡辺 伸久

▽⼟⽊部⾨環境事業部専⾨部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部専⾨部⻑） 岩本 裕之

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部副本部⻑ 兼⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部⻑ ⾕川 純⼀

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部専⾨副本部⻑（環境）
（⼟⽊部⾨⼟⽊２０２０事業部営業グループ⻑
兼⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第三営業部専⾨部⻑）

尾内 俊之

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部第⼀営業グ
ループ⻑

村⽥ 浩隆
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部第⼆営業グ
ループ⻑

友歳 巌

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （⼤阪⽀店⼟⽊営業部⻑） 川⽥ 博⼀

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第四営業部専⾨部⻑ （九州⽀店⼟⽊営業部⻑） 井上 元

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部⻑ （東京⼟⽊⽀店営業部⻑） 豊⽥ 泰晴

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部副本部⻑ 兼⼟⽊部⾨⼟⽊企画部⻑ ⽥⼝ 智

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊部⻑ （⼤阪⽀店⼟⽊部⻑） 清⽔ 偉章

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊部陸上グループ⻑ 益⼦ 篤史

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部海上グループ⻑ 苅⼭ 知広

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部専⾨部⻑ 中原 知洋

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部船舶企画グルー
プ⻑

室⽥  恭宏

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ 守屋 典昭

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ 松澤 享

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊技術部⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部
⻑）

⽊井  敦夫
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽建築部⾨建築営業本部副本部⻑ （建築部⾨建築営業本部第四営業部⻑） 島⽥ 達也

▽建築部⾨建築営業本部第⼀営業部⻑ 加藤 謙⼀

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑ （中国⽀店建築営業部⻑） 川⽥  幸⼀

▽建築部⾨建築営業本部第⼆営業部⻑
（建築部⾨建築営業本部第⼆営業部第⼆法⼈グ
ループ⻑）

加幸 国広

▽建築部⾨建築営業本部第三営業部⻑
（建築部⾨建築営業本部第三営業部法⼈グルー
プ⻑）

⼭道 久史

▽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三営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築営業本部第⼆営業部専⾨部⻑） 植野 孝弘

▽建築部⾨建築営業本部⾸都圏営業部⻑
（建築部⾨建築営業本部⾸都圏営業部東京グ
ループ⻑）

關  正治

▽建築部⾨建築本部副本部⻑（監理統括）
（建築部⾨建築本部副本部⻑（建築設計担
当））

神林 ⼀隆

▽建築部⾨建築本部副本部⻑（設計統括） （建築部⾨建築本部建築設計部⻑） 蓑 真弘

▽建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑ （⼤阪⽀店建築部⻑） 今野 良之

▽建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑ 森⼭ 茂幸

▽建築部⾨建築本部建築設計部⻑
（建築部⾨建築本部建築設計部建築設計2グルー
プ⻑）

熊尾 孝明
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽建築部⾨建築本部建築設計部建築設計3グルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 壁下 晃

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ （東京建築⽀店設備部⼯事部⻑） ⻑江 謙⼆

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ ⼩池 武徳

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 島⽥ 信治

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 岡本 光正

▽建築部⾨建築本部設備部専⾨部⻑ 柳沢 剛

▽建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑ 正⽥ 雄⾼

▽建築部⾨都市開発本部副本部⻑ 兼建築部⾨都市開発本部事業開発部⻑ ⼭⽥ 茂樹

▽兼国際部⾨国際管理本部国際総務部⻑ ⾹港営業所⻑ ⼭本 岳

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部⼈事グルー
プ⻑

（国際部⾨国際管理本部国際総務部専⾨部⻑） ⼭中 拓

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部専⾨部⻑兼
経営管理本部経営企画部専⾨部⻑

佐々⽊ 努

▽国際部⾨国際⼟⽊本部統括部⻑兼国際部⾨国
際⼟⽊本部⼟⽊技術部⻑

（国際部⾨国際⼟⽊本部技術部⻑） 松本 英嗣

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部陸上グルー
プ⻑

藤⽥ 恭三
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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⻑ 三枝 信太郎

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑ ソウ・キム・ムア

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊技術部専⾨部⻑ 芝野 太⼀

▽国際部⾨国際建築本部建築技術部技術グルー
プ⻑

（国際部⾨国際建築本部技術部専⾨部⻑） 松村 健⼆

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑ 松永 克平

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑ ⼭下 雅明

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑ 池⽥ 和成

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑ チャウ・チュン・チン

▽札幌⽀店建築部⻑ （東京建築⽀店建築部⼯事部⻑） 吉⽥ 英友

▽東北⽀店総務部⻑ ⾼柳 紀之

▽東北⽀店⻘森営業所⻑ 藍原 茂之

▽東京⼟⽊⽀店副⽀店⻑ （東京⼟⽊⽀店統括部⻑（⼟⽊担当）） ⼤⾕ 浩蔵

▽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

肥後 善寿
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ ⾼橋 和徳

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ 兼東京建築⽀店設備部専⾨部⻑ 落合 紀⼈

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ 兼東京建築支店品質管理室専門部長 才⽊ ⻑⾨

▽東京⼟⽊⽀店横浜営業⽀店副⽀店⻑兼東京建
築⽀店横浜営業⽀店副⽀店⻑兼東京⼟⽊⽀店営
業部専⾨部⻑

（経営管理本部経営企画部秘書グループ⻑） 圷 ⼀郎

▽東京建築⽀店建築部専⾨部⻑ （東京建築⽀店品質管理室専⾨部⻑） ⾹川 昌之

▽東京建築⽀店建築部⼯事部⻑ 岩崎 利彦

▽東京建築⽀店⾒積部専⾨部⻑ （中国⽀店建築部専⾨部⻑） 久保⾕ 将彦

▽東京建築⽀店⾒積部⻑ ⼭崎 茂

▽東京建築⽀店設備部専⾨部⻑兼東京建築⽀店
品質管理室専⾨部⻑

伊藤 祐⾂

▽北陸⽀店副⽀店⻑ （北陸⽀店営業部⻑） 東峰 裕之

▽北陸⽀店営業部⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部第⼆営業グ
ループ⻑）

⼭﨑  和宣

▽名古屋⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ ⼟岡 真樹

▽名古屋⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 松⽥ 裕⾏
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽⼤阪⽀店総務部⻑ （経営管理本部経営企画部専⾨部⻑） 丸尾 栄⼆

▽⼤阪⽀店⼟⽊営業部⻑ （名古屋⽀店⼟⽊営業部⻑） ⼾梶 直⼈

▽⼤阪⽀店⼟⽊部⻑ 勝⽥ 哲史

▽⼤阪⽀店建築部⻑ 岩佐 健司

▽中国⽀店専⾨副⽀店⻑
（中国⽀店統括部⻑（建築担当）兼中国⽀店建
築部⻑）

河本 浩

▽中国⽀店安全品質環境部⻑ 藤枝 潤

▽中国⽀店建築営業部⻑ （札幌⽀店建築部⻑） 瀬尾  正幸

▽中国⽀店建築部⻑ （四国⽀店建築部⻑） ⼭⼝ 隆之

▽四国⽀店安全品質環境部⻑ 與儀 岳也

▽四国⽀店⼟⽊部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊部専⾨部⻑） 井上 道雄

▽四国⽀店建築部専⾨部⻑ （東京建築⽀店⾒積部専⾨部⻑） ⾕岡 正教

▽四国⽀店建築部⻑ （四国⽀店営業部専⾨部⻑） 濵中 政利

▽四国⽀店建築部専⾨部⻑ 松尾 ⾠⺒
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新職 旧職 継続職 ⽒名

▽九州⽀店⼟⽊営業部⻑ （九州⽀店⻑崎営業所⻑） 森 耕司

▽九州⽀店⼟⽊営業部⻑ （九州⽀店⿅児島営業所⻑） ⼭⼝ 憲司

▽九州⽀店建築部専⾨部⻑ 早川 聡

▽九州⽀店北九州営業所⻑ （九州⽀店⼟⽊営業部⻑） ⽩川 進⻑

▽九州⽀店⻑崎営業所⻑ 円⽥ 幸⼀
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五洋建設株式会社

問合せ先︓経営企画部⻑ 畠⼭秀樹 電話０３－３８１７－７５５０

▼機構改⾰
（発令⽇︓2019年4⽉1⽇）

⼟⽊部⾨⼟⽊本部環境事業部と⼟⽊部⾨⼟⽊2020事業部を統合し、⼟⽊部⾨環境事業部とする

国際部⾨国際⼟⽊本部技術部を国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊技術部に改称

国際部⾨国際建築本部技術部を国際部⾨国際建築本部建築技術部に改称
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