
 

 
 

平成 25 年３月４日 
 
各  位 

 会 社 名   株式会社ピーエス三菱 

 代表者名   取締役社長  勝木 恒男 

(ｺｰﾄﾞ番号 1871 東証第 1 部) 

 問合せ先   総務人事部長 飯沼 久志 

 (TEL．03 － 6385 － 8002) 

 

人事異動に関するお知らせ 
 
 

１．人事異動 

 

（１）本社（平成 25 年４月 1日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

本社管理本部 

法務・ＣＳＲ推進部長 

大阪支店 管理部長 

兼 購買グループリーダー 
石川 定男 

本社管理本部 総務人事部長 
本社管理本部 総務人事部長 

兼 法務・ＣＳＲ推進部長 
飯沼 久志 

本社建築本部 副本部長 

兼 建築企画部長 
本社建築本部 建築企画部長 正木 慎一 

本社建築本部長付 本社建築本部 設計部部長 浜戸 昇 

本社建築本部 建築部部長 本社建築本部 設計部部長 森田 輝生 

本社建築本部長付 

兼 本社技術本部 工務監督室長付 

東京建築支店 建築工事部部長

兼 工事検査室長付 

（東北支店駐在） 

赤間 稔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）東京土木支店（平成 25 年３月 16 日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京土木支店 土木工事部 

総括工事長 

東京土木支店 土木工事部部長 

（東北支店駐在） 
柾谷 孝志 

東京土木支店 土木工事部 

１級工事長 

大阪支店 土木工事部部長 

（広島支店駐在） 
當真 正夫 

東京土木支店 土木工事部部長 

兼 土木工事グループリーダー 

（東北支店駐在） 

東京土木支店 土木工事部 

土木工事グループリーダー 

（東北支店駐在） 

大江 敏裕 

大阪支店 土木工事部部長 

兼 土木工事グループリーダー 

兼 工務検査室長付 

（広島支店駐在） 

大阪支店 土木工事部 

土木工事グループリーダー 

（広島支店駐在） 

岩永 政昭 

 

 

 

（３）東京土木支店（平成 25 年４月１日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京土木支店 副支店長 

兼 東京土木支店 土木営業部長 

兼 茨城営業所長 

兼 本社土木本部 原子力室部長 

兼 営業グループリーダー 

東京土木支店 土木営業部長 

兼 茨城営業所長 

兼 本社土木本部 原子力室部長 

兼 営業グループリーダー 

桜林 美津雄 

東京土木支店 管理部長 

兼 経理グループリーダー 
東京土木支店 管理部長代理 丸田 信広 

東京土木支店 副支店長 
東京土木支店 副支店長 

兼 管理部長 
松本 敬 

 

 

 

（４）東京建築支店（平成 25 年４月１日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京建築支店 副支店長 

兼 建築工事部長 
東京建築支店 建築積算部長 今井 宏 

顧問 

東京建築支店長付 
東京建築支店 副支店長 北村 和弘 

東京建築支店 建築営業部長 
東京建築支店 リニューアル部長 

兼 工事検査室長付 
鈴木 潤一 

東京建築支店 建築積算部長 東京建築支店 建築積算部長代理 齋藤 真二 



東京建築支店 建築工務部長 

兼 工事検査室長 

本社建築本部 建築部部長 

兼 建築グループリーダー 
平田 聖二 

東京建築支店 建築工事部部長 

兼 工事検査室長付 

（東北支店駐在） 

東京建築支店 建築工務部長 

兼 工事検査室長 
鈴木 康之 

東京建築支店 リニューアル部長

兼 工事検査室長付 

東京建築支店 リニューアル部長代理 

兼 リニューアル第二グループリーダー 
竹村 信一 

東京建築支店 建築設計部長 

兼 建築営業部部長 
東京建築支店 建築営業部部長 永浦 勉 

東京建築支店 建築設計部部長 

（東北支店駐在） 
本社建築本部 建築部部長 大迫 一徳 

東京建築支店長付 東京建築支店 建築積算部部長 神田 茂樹 

顧問 

東北支店長付 
東北支店 副支店長 伊東 秀次郎 

東北支店 副支店長 東北支店 建築営業部長 山田 宏志 

東北支店 建築営業部長 東京建築支店 建築営業部長 冨田 浩 

東北支店 建築営業部部長 
本社建築本部 設計部部長 

（東北支店駐在） 
鳥谷部 眞司 

 

 

（５）大阪支店（平成 25 年４月１日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

大阪支店長付 大阪支店 副支店長 高野 洋一 

大阪支店 管理部長 

兼 購買グループリーダー 

大阪支店 管理部長代理 

（九州支店駐在） 
黒坪 穂光 

大阪支店 建築営業部部長 

（名古屋支店駐在） 

本社建築本部 建築営業部部長 

兼 ＰＣ営業グループリーダー 
千葉 廣光 

大阪支店 建築部部長 

兼 工務グループリーダー 

兼 工事検査室長付 

（九州支店駐在） 

大阪支店 建築部部長 

兼 工務グループリーダー 

兼 建築工事グループリーダー 

兼 工事検査室長付 

（九州支店駐在） 

末永 誠一 

 

 

 



 

 

（６）関係子会社 

新役職名 現役職名 氏 名 

転籍（ピー･エス･コンクート㈱ 

転職転籍） 
東京土木支店 副支店長 山村 幸三 

 

 

以 上 


