
 
 

 

 
 
 
 

 
２０２２年３月７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．Chief Design Officer（CDO）の新設 ４月１日付 
当社の総合設計力の維持、向上を推進するため、全社的に設計や技術全般（以下、「Design」）
を統括する Chief Design Officer（CDO）を設ける。「Design」の業務品質に重点を置き、
職能総合会議をはじめ社内の技術や業務品質に関わる重要な会議を主催および社長を補佐
し、会社を代表する「Design」の責任者として、業務品質の維持向上及びブランドマネジメ
ントを行い、会社の価値向上を図る。 
 
Ⅱ．組織改正 ４月１日付 
１．組織改称の実施 
2022年 4月 1日付にて、当社英文名称を「Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.」より「Mitsubishi 
Jisho Design Inc.」へ変更するにあたり（2022年 3月 7日ニュースリリース参照）、正式商
号に含まれる「設計」が意図する当社の設計や技術全般を「Design」という言葉に置き換え、
「Design」を意匠職能の業務に留まらず、本来の意味に捉え、社内外に当社が考える「Design」
を明確に示すため、以下の通り、組織名称を変更する。 
（変更前）デザイングループ    （変更後）アーキテクチュラルグループ 
（変更前）デザイングループ業務部 （変更後）アーキテクチュラルグループ業務部 

 
２．うめきた２期プロジェクト室の関西支店内組織への変更 
うめきた２期プロジェクトについて、今後の監理段階等の業務に対して、関西支店と一体となり、

より機動的かつ柔軟に対応する体制とするため、関西支店内組織へと変更する。 
 

※全体構成は組織図を参照下さい 
 
 
 
 
 
 



 Ⅲ．役員異動  

１．新任執行役員 ４月１日付 
氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

川村 浩 執行役員  
構造設計部長 

構造設計部長 

五十嵐 誠 執行役員 
都市開発マネジメント部長 
有楽町プロジェクト室副室長兼務 

都市開発マネジメント部長 
コンサルティンググループ業務部長兼務
有楽町プロジェクト室副室長兼務 

 

２．担当業務が変更となる執行役員 ４月１日付 
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 
Chief Design Officer（CDO） 
コンサルティンググループ長 

専務執行役員  
デザイングループ長 

大草 徹也 取締役 専務執行役員 
アーキテクチュラルグループ長 
海外グループ長 

取締役 専務執行役員 
有楽町プロジェクト室長 
海外グループ長 

内田 裕 常務執行役員 
営業グループ長 

常務執行役員  
営業推進部長 

清水 明 常務執行役員 建築設計一部長 
有楽町プロジェクト室長兼務 

常務執行役員 経営企画部長 
内部監査室長兼務 
広報室長兼務 

城 一眞 執行役員 技術管理部長 
内部監査室長兼務 

執行役員 都市環境計画部長 

寺田 幸司 執行役員 人事企画部長 執行役員 人事企画部長 
人事研修室長兼務 

宮地 弘毅 執行役員 経営企画部長 
広報室長兼務 

執行役員 建築設計一部長 

近藤 雄彦 執行役員 コンストラクションマネジ
メント部長 

執行役員 電気設備設計部長 
エンジニアリンググループ業務部長兼務 

 
３. 新任エグゼクティブフェロー ４月１日付 

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

  

コンストラクションマネジメント部長 

 
  



 ４. 退任執行役員 ３月３１日付 

氏名  現役職・担当業務 
西堀 正樹  執行役員 技術管理部長 

 
 
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 
森山 泰一 電気設備設計部長  Ｒ＆Ｄ推進部ユニットリーダー 

スマートシティ戦略室長兼務 
コンサルティンググループ業務部兼務 

山縣 洋一 機械設備設計部長 
エンジニアリンググループ業務部長兼務 

機械設備設計部長 
 

栗林 茂吉 都市環境計画部長 都市環境計画部ユニットリーダー 
コンサルティンググループ業務部兼務
TOKYO TORCH設計室兼務 

伊藤 保 コンサルティンググループ業務部長 
プロジェクト推進室長兼務 
横浜事務所長兼務 

コンサルティンググループ業務部 
プロジェクト推進室長兼務 
横浜事務所長兼務 
営業推進部兼務 

岡田 撤夫 営業推進部長 営業推進部ユニットリーダー 
都市開発マネジメント部兼務 
Ｒ＆Ｄ推進部兼務 

清家 正樹 TOKYO TORCH監理室長 品質管理室長 
TOKYO TORCH監理室長兼務 

鬼澤 仁志 関西支店長 関西支店長 
うめきた２期プロジェクト室長兼務 

北島 宏治 品質管理室長 工務部ユニットリーダー 
品質管理室兼務 

 
  



  
Ⅴ．執行役員体制一覧  ４月１日付 
林   社長執行役員 全般、Ｒ＆Ｄ推進部、内部監査室 
永 岡 副社長執行役員 社長補佐、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長 
国府田 専務執行役員   技術全般（管理建築士）、 

Chief Design Officer（CDO）、 
コンサルティンググループ長、海外グループ担当 

大 草 専務執行役員    アーキテクチュラルグループ長、海外グループ長、 
TOKYO TORCH設計室担当、有楽町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担当 

井 出 常務執行役員 コーポレートグループ長、支店グループ長 
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担当 
小 川 常務執行役員 エンジニアリンググループ長、TOKYO TORCH監理室担当 
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  営業グループ長 
清 水（明） 常務執行役員  アーキテクチュラルグループ担当、 

建築設計一部長、有楽町プロジェクト室長兼務 
藤 野 執行役員  リノベーション設計部長、Ｒ＆Ｄ推進部副担当 
城   執行役員  技術管理部長、内部監査室長兼務 
寺 田 執行役員   人事企画部長 
安 田 執行役員   R＆D 推進部長 
宮 地 執行役員   経営企画部長、広報室長兼務 
近  藤 執行役員  コンストラクションマネジメント部長 
清  水（聡） 執行役員  建築設計二部長、アーキテクチュラルグループ業務部長兼務 
川 村 執行役員 構造設計部長 
五十嵐 執行役員    都市開発マネジメント部長 

 以上 



㈱メック･デザイン･インターナショナル

組織図 2022年4⽉1⽇現在
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