
 
 

 

 
 
 
 

 

２０２１年３⽉５⽇ 
報 道 各 位 

                                                           株式会社 三菱地所設計 
 

新役職導⼊、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、下記の通り新役職導⼊、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．エグゼクティブフェローおよびフェロー制の導⼊ 4 ⽉ 1 ⽇付 
社内外から⾼度な専⾨性を認められる⼈財が、その⾼い専⾨性を発揮し、技術⼒および業務
品質の向上を通じて、当社の価値向上に寄与する役割を担うため、新たにエグゼクティブ 
フェロー(執⾏役員待遇)とフェロー（部署⻑待遇）を設ける。 
エグゼクティブフェローは、全社的な業務品質の向上と当社の価値向上に寄与する活動を担
い、フェローは、所属する部署の業務品質向上、⼈財育成、ノウハウ共有を担う。 
 
Ⅱ．組織改正 ４⽉１⽇付 
１．技術管理部の新設 
三菱地所グループにおける技術的中核会社として技術業務機能を強化し、ライン部署が効率的
に業務遂⾏することを適切にサポートするため、コーポレートグループに「技術管理部」を新設
する。 
 
２．再開発ソリューション室の新設 
顧客企業が再開発事業の強化を進めていることを踏まえ、開発検討段階から再開発事業にアプ
ローチし、再開発案件情報の収集を通じて関連するコンサルティング業務並びに新築設計監理
業務の受注につなげるため「再開発ソリューション室」を都市開発マネジメント部に新設する。 
 
３．スマートシティ戦略室の新設 
官⺠連携の強化が打ち出されているスマートシティはその推進に向けた動きが今後加速すると想定
され、当社のスマートシティに対する取り組み姿勢や実績を外部に⽰し、関連情報の収集を通じて
業務受注につなげるため、「スマートシティ戦略室」をＲ＆Ｄ推進部に新設する。 
 
 
 

 
 



 ４．⽊質建築推進室の新設 
⽊質建築については、これまでもプロジェクトごとに対応してきたが、今後、社会的なニーズが
⾼まることが予想されることから、⽊質建築に関する情報を⼀元化し、⽊質建築の知⾒獲得や設
計上のノウハウを蓄積するため、「⽊質建築推進室」をＲ＆Ｄ推進部に新設する。 
 
５．⼈事研修室の新設 
当社の競争⼒の源泉は⼈財であり、組織的に強化するため「⼈事研修室」を⼈事企画部に新設し、
⼈財育成に努める。 
 
６．SDGs 推進室の新設 
投資家による ESG 投資の強化に伴う顧客企業の SDGs への関⼼の⾼まりを踏まえ、社員への
SDGs に関する知識向上と浸透を図り、顧客の要望に適切に応えるため「SDGs 推進室」を業
務部に新設する。 
※全体構成は組織図を参照下さい 
 
Ⅲ．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 
内⽥ 裕 
 

常務執⾏役員 
営業推進部⻑ 

執⾏役員 
九州⽀店⻑ 

清⽔ 明 常務執⾏役員 経営企画部⻑ 
内部監査室⻑兼務 

執⾏役員 経営企画部⻑ 
内部監査室⻑兼務 

 
２．新任執⾏役員 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 
宮地 弘毅 執⾏役員  

建築設計⼀部⻑ 
建築設計⼀部⻑ 
 

近藤 雄彦 執⾏役員 
電気設備設計部⻑ 
エンジニアリンググループ業務部⻑兼務 

電気設備設計部⻑ 
エンジニアリンググループ業務部⻑兼務 

清⽔ 聡 執⾏役員 
建築設計⼆部⻑ 
デザイングループ業務部⻑兼務 

建築設計⼆部⻑ 

 

  



 
3．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 
井出 恵⼠ 代表取締役 常務執⾏役員 

コーポレートグループ⻑ 
⽀店グループ⻑ 

代表取締役 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 

⻄堀 正樹 執⾏役員  
技術管理部⻑ 

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 

 
４. 新任エグゼクティブフェロー 

⽒名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 
野村 和宣 エグゼクティブフェロー 

  
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 

 
５. 退任執⾏役員 

⽒名 新役職 現役職・担当業務 
近藤 正 エグゼクティブアドバイザー 常務執⾏役員 

⽀店グループ⻑ 
藤江 哲也 エグゼクティブアドバイザー 執⾏役員  

業務部⻑ 
 
Ⅳ．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 
⽯橋 和裕 建築設計三部⻑ 

  
建築設計三部 ユニットリーダー 
デザイングループ業務部 ユニットリー 
ダー兼務 

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⻑兼務 

都市開発マネジメント部⻑ 
 

須藤 啓 北海道⽀店⻑ 北海道⽀店 ユニットリーダー 

⻤澤 仁志 関⻄⽀店⻑ 
うめきた２期プロジェクト室⻑兼務 

関⻄⽀店 設計部⻑（⽀店⻑待遇） 

⻘栁 武宣 九州⽀店⻑ 九州⽀店 ユニットリーダー 
 

 
  



 萩尾 昌則 業務部⻑ 
 

建築設計⼆部 ユニットリーダー 
経営企画部兼務 

植⽥ 直樹 都市環境計画部 フェロー 都市環境計画部 
うめきた２期プロジェクト室兼務 

なお、４⽉１ ⽇付で営業推進部⻑ 兼 コンサルティンググループ業務部⻑ ⽥中 宣彰は 
営業推進部 理事、北海道⽀店⻑ 佐藤 茂は三菱地所㈱に復職となります。 
 
Ⅴ．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（管理建築⼠）、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、 

TOKYO TORCH 設計室担当、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 

井 出 常務執⾏役員 コーポレートグループ⻑、⽀店グループ⻑ 
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 
内 ⽥ 常務執⾏役員  営業推進部⻑ 
清 ⽔（明） 常務執⾏役員  経営企画部⻑、内部監査室⻑兼務 
⻄ 堀 執⾏役員  技術管理部⻑ 
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 
城   執⾏役員  都市環境計画部⻑ 
寺 ⽥ 執⾏役員   ⼈事企画部⻑ 
安 ⽥ 執⾏役員   R＆D 推進部⻑ 
宮 地 執⾏役員   建築設計⼀部⻑ 
近  藤 執⾏役員  電気設備設計部⻑、エンジニアリンググループ業務部⻑兼務 
清  ⽔（聡） 執⾏役員  建築設計⼆部⻑、デザイングループ業務部⻑兼務 

 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 】

Mitsubishi Jisho Sekkei Asia Pte. Ltd.

経営企画部 広報室

⼈事企画部 ⼈事研修室

関⻄⽀店 広島事務所

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

九州⽀店

医療福祉設計室

構造設計部

電気設備設計部

機械設備設計部

都市エネルギー計画部 ⻄⽇本都市エネルギー計画室

業務部 SDGs推進室

技術管理部

品質管理室

㈱メック･デザイン･インターナショナル 組織図 2021年4⽉1⽇現在

北海道⽀店

東北⽀店

中部⽀店

内部監査室

コンプライアンス委員会

都市開発マネジメント部

都市環境計画部

営業推進部

TOKYO TORCH設計室

うめきた２期プロジェクト室

Ｒ＆Ｄ推進部

コンサルティンググループ業務部

空港事業推進室

リノベーション設計部

プロジェクト設計室

新ビルテナント⼯事室

ＢＩＭ推進室

再開発ソリューション室

ランドスケープ設計室

プロジェクト推進室

横浜事務所

スマートシティ戦略室

⽊質建築推進室

取
締
役
会

社

 
 
⻑

監 査 役

コスト設計部

エンジニアリンググループ業務部

コンストラクションマネジメント部

⼯ 務 部

建築設計⼀部

建築設計⼆部

建築設計三部

経営会議

建築設計四部

デザインスタジオ

デザイングループ業務部


