
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

（2020年4⽉1⽇）

ICT推進室を新設（全社的にＩＣＴ推進を強化するため）

経営管理本部総務部法務グループを経営管理本部法務部に昇格（法務業務とコンプライアンス機能および知財戦略の強化のため）

⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部を新設し、技術部、建設部、船舶部、プロジェクト部を設置（洋上⾵⼒発電施設建設への取り組みを強化するため）

建築部⾨建築本部に⼯事監理部を新設（全社の建築⼯事に関する⼯事監理のさらなる強化のため）

東京建築⽀店にタスクサポートセンターを新設（建築職若⼿社員を配属し「現場業務⽀援」を⾏いながら計画的に「⼈材育成」するため）

2020年3月18日

20200401機構改革



五洋建設株式会社 2020年3⽉18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︓2020年4⽉1⽇）

新職+継続職 旧職 継続職 ⽒名

▽ＩＣＴ推進室部⻑（技術）兼技術研究所⼟⽊
技術開発部ＩＣＴグループ⻑

（兼⼟⽊部⾨洋上⾵⼒プロジェクト・チーム専
⾨部⻑）

兼技術研究所土木技術開発部ＩＣＴグループ
長

森屋　陽一

▽ＩＣＴ推進室部⻑（施⼯） （⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊部専⾨部⻑） 若杉　洋一

▽ＩＣＴ推進室専⾨部⻑ （技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑） 石田　仁

▽ＩＣＴ推進室専⾨部⻑ 秀嶋　雄輝

▽ＩＣＴ推進室専⾨部⻑ 榊原　健男

▽経営管理本部経営企画部関連グループ⻑ （札幌⽀店総務部⻑） 岡野内　栄一

▽経営管理本部経営企画部広報グループ⻑ 佐藤　豪

▽経営管理本部経営企画部専⾨部⻑ 後藤　充博

▽経営管理本部経営企画部専⾨部⻑ 今村　弘文

▽経営管理本部総務部専⾨部⻑ 長谷川　正隆
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新職+継続職 旧職 継続職 ⽒名

▽経営管理本部法務部⻑ （経営管理本部総務部法務グループ⻑） 中川　裕一郎

▽経営管理本部法務部専⾨部⻑ （経営管理本部総務部専⾨部⻑） 野中　孝

▽経営管理本部財務部資⾦会計グループ⻑ （中国⽀店総務部⻑） 寺原　正彦

▽技術研究所⼟⽊技術開発部⻑兼技術研究所環
境研究所専⾨部⻑

（技術研究所技術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） 兼技術研究所環境研究所専門部長 鵜飼　亮行

▽技術研究所⼟⽊技術開発部⻑ （技術研究所⼟⽊技術開発部地盤グループ⻑） 熊谷　隆宏

▽技術研究所技術企画グループ⻑ 坂本　順

▽技術研究所⼟⽊技術開発部海上グループ⻑ （技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑） 片山　裕之

▽技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑ 佐貫　宏

▽技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑ 上野  一彦

▽技術研究所⼟⽊技術開発部専⾨部⻑ 谷口　修

▽安全品質環境本部安全品質環境部⻑
（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） 段林　朋美

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部
⻑） 豊田　泰晴

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第⼀営業部専⾨部⻑兼⼟⽊部⾨⼟⽊
営業本部⼟⽊プロジェクト部専⾨部⻑ 植田　直孝
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新職+継続職 旧職 継続職 ⽒名

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第四営業部⻑兼⼟⽊部
⾨⼟⽊営業本部第三営業部⻑

（中国⽀店⼟⽊営業部⻑） 吉村　浩

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

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部専
⾨部⻑

（四国⽀店営業部専⾨部⻑） 桂　寿人

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部専
⾨部⻑

（中国⽀店⼟⽊部専⾨部⻑） 森 武志

▽⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部⼟⽊プロジェクト部専
⾨部⻑

⼟⽥ 淳也

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部副本部⻑兼⼟⽊部⾨洋上⾵
⼒事業本部副本部⻑

（⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部⻑） ⼩﨑  正弘

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部副本部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部⻑） 梯 浩⼀郎

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部専⾨副本部⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部機電グループ
⻑）

平⼭ 達也

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊部専⾨部⻑ 中井 共成

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊技術部専⾨部⻑ 遠藤 幸夫

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊技術部専⾨部⻑ ⼩野 友成

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊技術部専⾨部⻑ ⼤森  禎敏

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑） 守屋 典昭
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▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部機電グループ⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑） 松澤 享

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部船舶グループ⻑ 松藤 広⾏

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ ⼋島 慎治

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ ⼭野井  章

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ 松本 歩

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部船舶機械部専⾨部⻑ 古⽥ 哲也

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部⻑
（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臨海グループ⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部専⾨部⻑） ⼭下 徹

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部専⾨部⻑ 林 規夫

▽⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部専⾨部⻑ 新明  克洋

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部副本部⻑兼⼟⽊部
⾨洋上⾵⼒事業本部プロジェクト部⻑兼九州⽀
店副⽀店⻑

兼九州⽀店副⽀店⻑ ⼩倉 征⺒

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部技術部⻑
（⼟⽊部⾨洋上⾵⼒プロジェクト・チームチー
ムリーダー）

松本 正⼀郎

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部技術部専⾨部⻑ （⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部専⾨部⻑） 前⽥ ⼀成
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新職+継続職 旧職 継続職 ⽒名

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部技術部専⾨部⻑
（⼟⽊部⾨洋上⾵⼒プロジェクト・チーム専⾨
部⻑）

三好 俊康

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部技術部専⾨部⻑
（⼟⽊部⾨洋上⾵⼒プロジェクト・チーム専⾨
部⻑）

島⾕ 学

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部建設部⻑
（⼟⽊部⾨洋上⾵⼒プロジェクト・チーム専⾨
部⻑）

中川 ⼤輔

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部船舶部⻑兼⼟⽊部
⾨⼟⽊本部船舶機械部ＳＥＰ建造グループ⻑

（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

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部船舶部専⾨部⻑ 岡⽥ 英明

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部プロジェクト部技
術グループ⻑

（中国⽀店⼟⽊営業部⻑） 佐藤 哲也

▽⼟⽊部⾨洋上⾵⼒事業本部プロジェクト部建
設グループ⻑

⼭⼝ 祐⼀郎

▽建築部⾨建築企画部⻑ （⼤阪⽀店建築部専⾨部⻑） 近江 ⼤輔

▽建築部⾨建築営業本部第⼀営業部専⾨部⻑ 松本 圭司

▽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）

⼤牧 眞太郎

▽建築部⾨建築営業本部第四営業部専⾨部⻑ （建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 今村 浩⼀

▽建築部⾨都市開発本部副本部⻑兼建築部⾨建
築営業本部副本部⻑

（建築部⾨建築企画部⻑） ⾦川 武雄

▽建築部⾨都市開発本部事業開発部専⾨部⻑ ⽥畑 敬史
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新職+継続職 旧職 継続職 ⽒名

▽建築部⾨建築本部副本部⻑兼建築部⾨建築本
部建築部⻑兼建築部⾨建築本部⾒積調達部⻑

兼建築部⾨建築本部建築部⻑ 柳沢 純⼀

▽建築部⾨建築本部建築部プロジェクトグルー
プ⻑

（建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑） ⽻⽥ 卓朗

▽建築部⾨建築本部建築部専⾨部⻑ 上妻 誠

▽建築部⾨建築本部設備部⻑ （東京建築⽀店設備部⻑） 阪本 泰⾏

▽建築部⾨建築本部設備部技術グループ⻑
（建築部⾨建築本部設備部専⾨部⻑兼建築部⾨
建築本部技術部専⾨部⻑）

柳沢 剛

▽建築部⾨建築本部設備部プロジェクトグルー
プ⻑

岡村 啓志

▽建築部⾨建築本部設備部専⾨部⻑ （四国⽀店建築部専⾨部⻑） 松尾 ⾠⺒

▽建築部⾨建築本部設備部専⾨部⻑
（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

▽建築部⾨建築本部技術部⻑兼建築部⾨建築本
部技術部基礎地盤グループ⻑

（建築部⾨建築本部建築設計部構造設計2グルー
プ⻑）

清⽔ 欽也

▽建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑兼ＩＣＴ推
進室専⾨部⻑

建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑ 中村 治男

▽建築部⾨建築本部技術部専⾨部⻑ 服部 覚志

▽建築部⾨建築本部副本部⻑兼建築部⾨建築本
部⼯事監理部⻑

建築部⾨建築本部副本部⻑ 神林 ⼀隆

▽建築部⾨建築本部⼯事監理部専⾨部⻑
（建築部⾨建築本部建築設計部設備設計1グルー
プ⻑）

⼤⽯ 利治
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▽建築部⾨建築本部⼯事監理部専⾨部⻑ （建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 服部 雅郁

▽建築部⾨建築本部⼯事監理部専⾨部⻑ （建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑） 坂本 隆之

▽建築部⾨建築本部建築設計部構造設計2グルー
プ⻑

（技術研究所建築技術開発部開発グループ⻑） 前島  克朗

▽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） 利根川 勝則

▽建築部⾨建築本部建築設計部建築設計2グルー
プ⻑

⻄本 勲⽣

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ （⼤阪⽀店建築部専⾨部⻑） 中路 崇史

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 下川 敦司

▽建築部⾨建築本部建築設計部専⾨部⻑ 下川 剛司

▽国際部⾨国際⼟⽊本部副本部⻑
（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）

松本 英嗣

▽国際部⾨国際⼟⽊本部専⾨副本部⻑ （国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部⻑） 内⽥ 桂司

▽国際部⾨国際⼟⽊本部専⾨副本部⻑ （国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部⻑） 鈴⽊ 嗣成

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部陸上グルー
プ⻑兼ＩＣＴ推進室専⾨部⻑

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

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部営業グルー
プ⻑

（国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑） 遠藤 祐⼀
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▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑ ン・フイ・ホン

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑ フェルナンド・アラシル・ベルナベウ

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊事業部専⾨部⻑ ボイナ・ヴィーラ・ヴェンカタ・スリニワス

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊技術部技術グルー
プ⻑

（⼟⽊部⾨⼟⽊本部⼟⽊設計部臨海グループ
⻑）

⽮澤 岳

▽国際部⾨国際⼟⽊本部⼟⽊技術部技術グルー
プ⻑

（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⻑兼ＩＣＴ
推進室BIM/CIMグループ⻑

（国際部⾨国際建築本部建築技術部技術グルー
プ⻑）

松村 健⼆

▽国際部⾨国際建築本部建築事業部専⾨部⻑兼
ＩＣＴ推進室専⾨部⻑

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 ン・ルーン・ファット

▽国際部⾨国際管理本部副本部⻑兼⾹港営業所
⻑

（国際部⾨国際管理本部国際総務部⻑） 兼⾹港営業所⻑ ⼭本 岳

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部⻑
（国際部⾨国際管理本部国際総務部総務グルー
プ⻑）

江⼝ 公⼀

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部⻑ （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

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部総務グルー
プ⻑兼経営管理本部経営企画部専⾨部⻑

兼経営管理本部経営企画部専⾨部⻑ 佐々⽊ 努

▽国際部⾨国際管理本部国際総務部専⾨部⻑ ロウ・ミー・フォン
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▽札幌⽀店⻑
（⼟⽊部⾨⼟⽊営業本部第四営業部⻑兼⼟⽊部
⾨⼟⽊営業本部第三営業部⻑）

梶元 淳⼆

▽札幌⽀店総務部⻑ （北陸⽀店総務部⻑） 塩島 邦彦

▽札幌⽀店建築部専⾨部⻑
（名古屋⽀店建築部専⾨部⻑兼⼤阪⽀店建築部
専⾨部⻑）

⼭下 実雄

▽東北⽀店専⾨副⽀店⻑ ⽥澤 浩⼆

▽東北⽀店安全品質環境部専⾨部⻑ 下川床 徹

▽東北⽀店建築営業部⻑ ⼭﨑  慶太

▽東北⽀店⼟⽊部⻑ （東北⽀店⼟⽊部⼯事部⻑） 沼部 聡⼀

▽東北⽀店建築部⻑ （東北⽀店建築営業部⻑） ⼭中 ⼤典

▽東北⽀店建築部専⾨部⻑ （東京建築⽀店設備部⼯事部⻑） 加藤 財英

▽東京⼟⽊⽀店統括部⻑兼東京⼟⽊⽀店⼟⽊部
⻑

（東北⽀店⼟⽊部⻑） ⼋⽊ 正晴

▽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）

肥後 善寿

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 樋⼝ 慎⼀郎

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 渡邊 雅哉
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▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ ⼟井 理伺

▽東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑兼東京建築⽀店
建築部専⾨部⻑

（兼東京建築⽀店品質管理室専⾨部⻑） 東京⼟⽊⽀店⼟⽊部専⾨部⻑ 才⽊ ⻑⾨

▽東京⼟⽊⽀店営業部専⾨部⻑ 伊藤 忠信

▽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）

⼭本 省吾

▽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横浜営業⽀店川崎営業所⻑兼
東京⼟⽊⽀店営業部専⾨部⻑

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

圷 ⼀郎

▽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横浜営業⽀店横須賀営業所⻑

（兼東京⼟⽊⽀店横浜営業⽀店川崎営業所⻑）
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

植村 慎次

▽東京建築⽀店設備部専⾨部⻑ 寺⽥  明弘

▽東京建築⽀店副⽀店⻑兼東京建築⽀店タスク
サポートセンター⻑

⽣島 幸治

▽東京建築⽀店建築部⼯事部⻑ 瀧下 幸宏

▽東京建築⽀店建築部専⾨部⻑ ⼯藤 康幸

▽東京建築⽀店設備部⻑ （九州⽀店建築部専⾨部⻑） ⽔崎 祐⼀

▽東京建築⽀店品質管理室⻑ 箕尾 洋

▽東京建築⽀店タスクサポートセンター部⻑ 神浦 英樹
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▽東京建築⽀店タスクサポートセンター専⾨部
⻑

（東京建築⽀店建築部専⾨部⻑） ⼤寺 雅⼈

▽東京建築⽀店タスクサポートセンター専⾨部
⻑

⽥村 満

▽北陸⽀店総務部⻑ （経営管理本部経営企画部関連グループ⻑） 髙⽔ 正⼈

▽北陸⽀店⼟⽊部⻑ （北陸⽀店⼟⽊部⼯事部⻑） 橋本 敦

▽北陸⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 久保 ⽂⼈

▽名古屋⽀店統括部⻑兼名古屋⽀店⼟⽊部⻑ 兼名古屋⽀店⼟⽊部⻑ 上林 佳樹

▽名古屋⽀店専⾨副⽀店⻑ （名古屋⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑） 松浦 宏次

▽名古屋⽀店⼟⽊営業部⻑ ⽵⽥ 浩

▽名古屋⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ 柾⾕ 健⼀

▽名古屋⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ 今村 正

▽名古屋⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 井上  忠

▽名古屋⽀店建築部⼯事部⻑ 坂⼊ 徹

▽名古屋⽀店建築部専⾨部⻑ 上中 忠男
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▽名古屋⽀店建築部専⾨部⻑ ⼾川  宏⼀

▽⼤阪⽀店統括部⻑兼⼤阪⽀店⼟⽊営業部⻑ 兼⼤阪⽀店⼟⽊営業部⻑ ⼾梶 直⼈

▽⼤阪⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ ⼤浦 和正

▽⼤阪⽀店建築部専⾨部⻑ ⾼下 友明

▽⼤阪⽀店建築部専⾨部⻑ 吉村  友之

▽中国⽀店総務部⻑ 藤⽥ 良之

▽中国⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ 粟津 裕之

▽中国⽀店⼟⽊営業部専⾨部⻑ 伊野 同

▽中国⽀店建築部専⾨部⻑兼四国⽀店建築部専
⾨部⻑

（建築部⾨建築本部設備部専⾨部⻑） ⼤⽮ 徳⾏

▽四国⽀店営業部専⾨部⻑ ⼀ノ宮 俊明

▽九州⽀店副⽀店⻑ （九州⽀店統括部⻑兼九州⽀店建築部⻑） 若松 徳久

▽九州⽀店専⾨副⽀店⻑ 松久保  春志

▽九州⽀店⼟⽊部⼯事部⻑ 原⽥  信
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▽九州⽀店建築部⻑ （東北⽀店建築部⻑） ⼤野 明

▽九州⽀店建築部⼯事部⻑ 因幡 敏秀

▽九州⽀店建築部専⾨部⻑ 横⼤路 桂吾

▽九州⽀店建築部専⾨部⻑ 岡村 康⼆
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