
 
 

 

２０２０年２⽉２０⽇ 
報 道 各 位 

                                                           株式会社 三菱地所設計 
 

組織改正および役員幹部異動のお知らせ 
 

三菱地所設計では、下記の通り組織改正および人事異動を行いますので、お知らせします。 
記 

Ⅰ．組織改正 ４⽉１⽇付   
１．デザインスタジオの設⽴ 
発注者の開発に関する調査分析やコンセプト⽴案のほか、開発計画およびデザイン戦略など、
開発初期段階におけるサポート提案業務を強化するため、デザイングループ業務室内の「デザ
インスタジオ」を独⽴させる。 

 
２．コスト設計部の設⽴  
コストマネジメント業務は、⼯事予算作成や⾒積調査のほか、⼯事発注に関連するアドバイス
など、当社の中核業務である設計監理業務だけでなく、注⼒領域であるコンサルティング業務
においても顧客ニーズが⾼いことから、専⾨性を⾼め、より良いサービスを提供するために、
⼯務部内組織である「コストマネジメント室」を「コスト設計部」として独⽴させる。 
 
３．プロジェクト推進室の新設 
コンサルティング業務を強化するため、対象となる顧客の把握と的確なアプローチの検討、顧客
への戦略的提案の企画・実⾏を担う組織として、コンサルティンググループ業務部に「プロジェ
クト推進室」を新設する。 

 
４．ＢＩＭ推進室の新設 
社⻑直轄組織であるＲ＆Ｄ推進部内に「ＢＩＭ推進室」を新設し、これまでデザイングループ 
業務室内の「デジタルデザイン推進室」が担っていたＢＩＭ推進業務およびデジタルデザイン
推進業務を移管することにより、ＢＩＭを中⼼とするデジタルデザインの全社⼀体的な活⽤
を推進する。これに伴い「デジタルデザイン推進室」を廃⽌する。 
 
 
 
 
 
 
 



 
５．部署名称の変更 
「各グループ業務室」および「Ｒ＆Ｄ推進室」の名称を、「各グループ業務部」および「Ｒ＆
Ｄ推進部」に変更する。 
※全体構成は組織図を参照下さい 

 
Ⅱ．役員異動 ４⽉１⽇付 
１．昇任執⾏役員 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

永岡 靖⽣ 代表取締役 副社⻑執⾏役員 
社⻑補佐、営業グループ⻑、 
コンサルティンググループ⻑、 
うめきた２期プロジェクト室担当 

専務執⾏役員 
エンジニアリンググループ⻑、 
関⻄⽀店担当、 
うめきた２期プロジェクト室担当 

⼤草 徹也 取締役 専務執⾏役員 
海外グループ⻑、 
デザイングループ担当、 
常盤橋プロジェクト室担当、 
Ｒ＆Ｄ推進部副担当、 
コンサルティンググループ業務部 
（プロジェクト推進室）担当 

取締役 常務執⾏役員 
デザイングループ副グループ⻑、 
常盤橋プロジェクト室、 
Ｒ＆Ｄ推進室副担当、海外グループ、
台湾担当 

永幡 顕久 常務執⾏役員 
コンサルティンググループ担当、 
コンサルティンググループ業務部 
（プロジェクト推進室）担当 

執⾏役員 
都市開発マネジメント部⻑ 

⼩川 ⼀郎 常務執⾏役員 
エンジニアリンググループ⻑ 

執⾏役員 
構造設計部⻑ 

河向 昭 常務執⾏役員 
エンジニアリンググループ担当 

執⾏役員 
リノベーション設計部⻑ 

 
２．新任執⾏役員 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

寺⽥ 幸司 執⾏役員 
⼈事企画部⻑ 

⼈事企画部⻑ 

安⽥ 健⼀ 執⾏役員 
Ｒ＆Ｄ推進部⻑ 

Ｒ＆Ｄ推進室⻑ 

 
 
 
 
 



 
３．新任監査役 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

相⾺ 克⼰ 監査役 
 

三菱地所リアルエステートサービス 
代表取締役 常務執⾏役員 

 

４．担当業務が変更となる執⾏役員 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

国府⽥ 道夫 専務執⾏役員 
技術全般、デザイングループ⻑、 
海外グループ担当 

専務執⾏役員 
デザイングループ⻑、 
海外グループ⻑、九州⽀店担当 

藤野 健治 執⾏役員リノベーション設計部⻑、 
Ｒ＆Ｄ推進部副担当 

執⾏役員機械設備設計部⻑、 
エンジニアリンググループ業務室⻑兼務､
Ｒ＆Ｄ推進室副担当 

野村 和宣 執⾏役員建築設計三部⻑、 
デザイングループ業務部⻑兼務 

執⾏役員建築設計三部⻑ 

 
５. 退任執⾏役員 ３⽉３１⽇付 

⽒名 新役職 現役職・担当業務 
⽵内 晋⼀ シニアアドバイザー 

 
 

代表取締役副社⻑執⾏役員 
社⻑補佐、技術全般 
コンサルティンググループ⻑、 
営業グループ⻑  

河合 康之 シニアアドバイザー 
 

常務執⾏役員 
コンサルティンググループ副グループ⻑ 

⼤塚 成喜 シニアアドバイザー 
 

常務執⾏役員 
エンジニアリンググループ副グループ⻑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ⅲ．幹部異動  
４⽉１⽇付 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

松井 章⼀郎 建築設計四部⻑、 
デザインスタジオ⻑兼務  

建築設計四部⻑ 

川村 浩  構造設計部⻑ 構造設計部 ユニットリーダー 

近藤 雄彦 電気設備設計部⻑、 
エンジニアリング業務部⻑兼務 

電気設備設計部⻑ 

⼭縣 洋⼀ 機械設備設計部⻑ 機械設備設計部 ユニットリーダー  

椿 宜之 ⼯務部⻑ ⼯務部 ユニットリーダー 

蓬莱 ⼀夫 コスト設計部⻑  ⼯務部 ユニットリーダー 
（コストマネジメント室⻑）  

五⼗嵐 誠 都市開発マネジメント部⻑、 
コンサルティンググループ業務部プロ
ジェクト推進室⻑兼務 
 

都市開発マネジメント部 ユニットリー
ダー 
 
 

松⽥ 貢治 常盤橋プロジェクト室⻑、 
Ｒ＆Ｄ推進部ＢＩＭ推進室⻑兼務 

常盤橋プロジェクト室⻑､ 
デザイングループ業務室デジタルデザイ
ン推進室⻑兼務 
 ⽚桐 靖夫 中部⽀店⻑ 中部⽀店 副⽀店⻑ 
 

⻤澤 仁志 関⻄⽀店設計部⻑（⽀店⻑待遇） 建築設計⼀部 ユニットリーダー 
 

清家 正樹 品質管理室⻑ 品質管理室副室⻑ 

 
なお、３⽉３１ ⽇付でデザイングループ業務室⻑ ⼭極 裕史はデザインスタジオ 理事、 
⼯務部⻑ 中丸 浩⼀は⼯務部 理事、中部⽀店⻑ ⿃⽻ 聡⼀郎は⼈事企画部 理事、    
品質管理室⻑ 豊岡俊⼀郎は品質管理室 理事となります。 
 
 
 
 
 
 



 
Ⅳ．執⾏役員体制⼀覧  ４⽉１⽇付 
林   社⻑執⾏役員 全般、Ｒ＆Ｄ推進部、内部監査室 
永 岡 副社⻑執⾏役員 社⻑補佐、営業グループ⻑、コンサルティンググループ⻑、 
   うめきた２期プロジェクト室担当 
渡 邉 専務執⾏役員   (株)メック・デザイン・インターナショナル取締役社⻑ 
国府⽥ 専務執⾏役員   技術全般、デザイングループ⻑、海外グループ担当 
⼤ 草 専務執⾏役員    海外グループ⻑、デザイングループ担当、 

常盤橋プロジェクト室担当、Ｒ＆Ｄ推進部副担当、 
コンサルティンググループ業務部（プロジェクト推進室）担当 

近 藤 常務執⾏役員  ⽀店グループ⻑ 
井 出 常務執⾏役員 コーポレートグループ⻑、営業グループ担当 
永 幡 常務執⾏役員 コンサルティンググループ担当、 

コンサルティンググループ業務部（プロジェクト推進室）担当 
⼩ 川 常務執⾏役員 エンジニアリンググループ⻑ 
河 向 常務執⾏役員 エンジニアリンググループ担当 
藤 江 執⾏役員  業務部⻑ 
⻄ 堀 執⾏役員  関⻄⽀店⻑、うめきた２期プロジェクト室⻑兼務 
藤 野 執⾏役員  リノベーション設計部⻑、Ｒ＆Ｄ推進部副担当 
野 村 執⾏役員  建築設計三部⻑、デザイングループ業務部⻑兼務 
内 ⽥ 執⾏役員  九州⽀店⻑ 
城   執⾏役員  都市環境計画部⻑ 
清⽔(明)執⾏役員  経営企画部⻑、内部監査室⻑兼務 
寺 ⽥ 執⾏役員  ⼈事企画部⻑ 
安 ⽥ 執⾏役員  Ｒ＆Ｄ推進部⻑ 

以上 



【デザイングループ】

【エンジニアリンググループ】

【コンサルティンググループ】

【営業グループ】

【支店グループ】

【海外グループ】

【コーポレートグループ】

【グループ会社】
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㈱メック･デザイン･インターナショナル 組 織 図（2020年4月1日）

取

締

役

会

人事企画部

業務部

品質管理室

Mitsubishi Jisho Sekkei Asia Pte. Ltd.

経営企画部 広報室

九州支店 鹿児島事務所

海外業務企画部

三菱地所設計諮詢（上海）有限公司

中部支店

関西支店


