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平成 26年３月 24日 

各  位 
会 社 名  株式会社ピーエス三菱 

 代表者名 代表取締役社長 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 

兼法務・ＣＳＲ推進部長 石川 定男 

 (TEL．03 － 6385 － 8002 ) 

 

組織改編及び人事異動に関するお知らせ 
１．組織改編（平成 26 年４月 1日付） 

（１）建築部門におけるＰＣ（プレストレスト・コンクリート）の業容拡大を見据え、 

本社建築本部、東京建築支店、大阪支店に「ＰＣ建築部」を新設する。 

 

（２）安全品質環境室において、より機能的な業務遂行の為、同室内グループ名称を以下の 

通り変更する。 

現：「安全環境グループ」 → 新：「安全衛生グループ」  

現：「品質管理グループ」 → 新：「品質環境グループ」 

 
２．本社（平成 26年 4月 1日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

管理本部 副本部長 
兼 総務人事部長 

管理本部 総務人事部長 
兼 法務・ＣＳＲ推進部長 石川 定男 

管理本部 
法務・ＣＳＲ推進部長 
兼 監査役付 

管理本部 
法務・ＣＳＲ推進部長代理 
兼 総務人事部長付 兼監査役付 

小林 敬一 

土木本部 土木営業部長 東京土木支店 副支店長 松本  敬 

土木本部 海外部部長 名古屋支店 副支店長 中井 将博 

建築本部 ＰＣ建築部長 
兼 ＰＣ営業グループリーダー 建築本部 建築部部長 森田 輝生 

技術本部 技術部部長 大阪支店 土木技術部部長 河村 直彦 

安全品質環境室部長 
兼 安全衛生グループリーダー 
兼 品質環境グループリーダー 
（東京土木支店駐在） 

安全品質環境室長代理 
（東京土木支店駐在） 千田 秀之 
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安全品質環境室部長 
兼 安全衛生グループリーダー 
（東京建築支店駐在） 

安全品質環境室長代理 
（東京建築支店駐在） 保科 直広 

安全品質環境室部長 
兼 安全衛生グループリーダー 
兼 品質環境グループリーダー 
（東北支店駐在） 

安全品質環境室長代理 
（東北支店駐在） 秋葉 栄一 

安全品質環境室部長 
兼 安全衛生グループリーダー 
（大阪支店駐在） 

安全品質環境室部長 
兼 グループリーダー 
（大阪支店駐在） 

諸山 勝雄 

安全品質環境室部長 
兼 安全衛生グループリーダー 
兼 品質環境グループリーダー 
（広島支店駐在） 

安全品質環境室グループリーダー 
（広島支店駐在） 古賀 隆明 

安全品質環境室部長 
（東京建築支店駐在） 
 

安全品質環境室部長 
（東京建築支店駐在） 
兼 安全品質環境室長代理 
兼 安全環境グループリーダー 

丸一 壽朗 

出向 
（公益社団法人プレストレス

トコンクリート工学会） 

技術本部 副本部長 
兼 工務監督室長 

西垣 義彦 

 

 

 

３．東京土木支店（平成 26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 開発営業部長 
東京土木支店 開発営業部長 川本 幸広 

東京土木支店 土木技術部部長 

兼 設計グループリーダー 

兼 工事検査室長 

（名古屋支店駐在） 

東京土木支店 土木技術部 

設計グループリーダー 

兼工事検査室長付 

（名古屋支店駐在） 

川除 達也 

 
 
 
４．東京建築支店（平成 26年４月１日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

東京建築支店 ＰＣ建築部長 
東京建築支店 建築設計部長 

兼 建築営業部部長 
永浦 勉 

東京建築支店 建築設計部長 
東京建築支店 建築設計部部長

（東北支店駐在） 
大迫 一徳 

東京建築支店 ＰＣ建築部部長 

（東北支店駐在） 
東北支店 建築営業部部長 高野 清光 
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東京建築支店 ＰＣ建築部部長 

（東北支店駐在） 
東北支店 建築営業部部長 鳥谷部 眞司 

東京建築支店 建築営業部部長 

（名古屋支店駐在） 
名古屋支店 建築営業部長 和田 初喜 

東京建築支店 建築営業部部長 大阪支店 建築営業部部長 山口 誠彦 

 
 
５．大阪支店（平成 26年４月１日付） 

新役職名 現役職名 氏 名 

大阪支店 副支店長 大阪支店 建築営業部長 橋本 健男 

大阪支店 土木工事部  

総括工事長 

大阪支店 土木工事部部長 

兼 土木工事グループリーダー
向山 政信 

大阪支店 土木工事部部長 

兼 土木工事グループリーダー 

大阪支店 土木工事部 

土木工事グループリーダー 
城一 博志 

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 工事検査室長付 

大阪支店土木工事部 

土木工事グループリーダー 

兼 工事検査室長付 

中村 誠治 

大阪支店 ＰＣ建築部長 大阪支店 建築営業部部長 寒川 勝彦 

大阪支店 建築部部長 

（九州支店駐在） 

大阪支店 建築部長代理 

兼 建築工事グループリーダー

（九州支店駐在） 

佐々木 孝二 

大阪支店 建築部部長 

（九州支店駐在） 
九州支店 建築営業部部長 鈴木 浩喜 

大阪支店 ＰＣ建築部部長 

（名古屋支店駐在） 

大阪支店 建築営業部部長 

（名古屋支店駐在） 
千葉 廣光 

大阪支店 ＰＣ建築部部長 

（九州支店駐在） 
九州支店 建築営業部部長 池田 龍基 

九州支店 副支店長 

兼 安全品質環境室部長 

（九州支店駐在） 

大阪支店 土木工事部部長 

（九州支店駐在） 
蒲生 登美男 

九州支店 副支店長 九州支店 建築営業部長 光田 秀幸 

 
 

以  上 


