
 

 

2018（平成 30）年 2月 28日 

 
取締役ならびに執行役員の選任、主要役職任免等について 

 
株式会社フジタ 

 

本日付で、内定いたしましたので、ご通知いたします。 

 

 

１．執行役員の選任（４月 1日付） 

＊執行役員 奥村 洋治 

＊執行役員 金子  賜 

＊執行役員 土屋 達朗 

＊執行役員 浅川 正幸 

＊執行役員 平野  徹 

＊執行役員 岩井  茂 

＊執行役員 藤井 正裕 

＊執行役員 石橋 俊明 

＊執行役員 菅沼 広夫 

＊執行役員 石橋 光雄 

＊執行役員 篠原 孝一 

＊執行役員 鈴木 康夫 

＊執行役員 工藤  強 

＊執行役員 岩下 周三 

＊執行役員 森  俊之 

＊執行役員 喜田 克英 

＊執行役員 多尾 敏朗 

＊執行役員 新谷 恭英 

＊執行役員 高山 浩一郎 

＊執行役員 澤田  清 

＊執行役員 井出 達也 

＊執行役員 中津 隆正 

＊執行役員 三浦 隆一 

＊執行役員 重冨 正昭 

＊執行役員 君島 誠司 

＊執行役員 岡野 利喜造 

＊執行役員 佐伯 義雄 

＊執行役員 松本  元 

＊執行役員 野田 伸一 

＊執行役員 進藤 敏則 

＊執行役員 安東 則好 

＊執行役員 元木 大平 

＊執行役員 森吉  修 

＊執行役員 中西 義和 

＊執行役員 伏島 豊太 

＊執行役員 高須 登志也 

＊執行役員 渡辺  伸 

＊執行役員 川口 雅史 

 執行役員 岡田 正博 

   執行役員 佐藤 明久 



 執行役員 組田 良則 

＊印は再任、無印は新任 

 

 

※参考：退任執行役員 小林 勝已 

             今井 信也 

             小宮 明 

 

 

２．取締役の役付執行役員の選任（４月１日付） 

区分 氏名 選任 

代表取締役 奥村 洋治 ＊社長 

代表取締役 金子 賜 ＊副社長 

代表取締役 土屋 達朗  副社長 

取締役 浅川 正幸  専務執行役員 

取締役 平野 徹 ＊常務執行役員 

取締役 岩井 茂 ＊常務執行役員 

取締役 藤井 正裕 ＊常務執行役員 

取締役 石橋 俊明 ＊常務執行役員 

取締役 菅沼 広夫 ＊常務執行役員 

＊印は再任、無印は新任 

 

 

３．役付執行役員の選任（４月 1日付） 

＊専務執行役員 石橋 光雄 

＊専務執行役員 篠原 孝一 

＊常務執行役員 鈴木 康夫 

＊常務執行役員 工藤  強 

＊常務執行役員 岩下 周三 

＊常務執行役員 森  俊之 

常務執行役員 喜田 克英 

   常務執行役員 多尾 敏朗 

＊上席執行役員 新谷 恭英 

＊上席執行役員 高山 浩一郎 

＊上席執行役員 澤田  清 

＊上席執行役員 井出 達也 

＊上席執行役員 中津 隆正 

＊上席執行役員 三浦 隆一 

＊上席執行役員 重冨 正昭 

 上席執行役員 君島 誠司 

   上席執行役員 岡野 利喜造 

   上席執行役員 佐伯 義雄 

＊印は再任、無印は新任 

 

 

４．取締役ならびに執行役員の使用人委嘱、解委嘱ならびに役職任免（4月１日付） 

代表取締役  金子  賜   委 嘱 建設、安全、調達部門担当 

副 社 長          解委嘱 建設本部長 

 

代表取締役  土屋 達朗   委 嘱 管理部門、リスク、コンプライアンス担当 

副 社 長          解委嘱 管理本部長 



 

取 締 役  平野  徹   委 嘱 建設本部長 

常務執行役員         解委嘱 建設本部副本部長 

 

取 締 役  菅沼 広夫   委 嘱 国際支社長 

常務執行役員         解委嘱 国際支社長 

兼建設統括部長 

 

上席執行役員 高山 浩一郎  委 嘱 管理本部長 

解委嘱 東日本支社副支社長 

兼管理統括部長 

 

上席執行役員 井出 達也   委 嘱 営業本部副本部長 

兼営業ＣＳ推進部長 

                 解委嘱 営業本部副本部長 

兼営業推進部長 

 

上席執行役員 重冨 正昭   委 嘱 東日本支社副支社長 

兼交通事業部長 

解委嘱 交通事業部長 

 

執行役員   中西 義和   委 嘱 営業本部副本部長 

解委嘱 営業本部副本部長 

兼営業統括部長 

兼技術センター副所長 

 

執行役員   川口 雅史   委 嘱 管理本部副本部長 

兼総務部長 

兼人事部長 

兼人財開発部長 

解委嘱 管理本部副本部長 

兼人事部長 

 

執行役員   岡田 正博   委 嘱 調達本部長 

免  調達本部長 

 

執行役員   佐藤 明久   委 嘱 建設本部副本部長 

兼建築エンジニアリングセンター長 

                  免  建設本部副本部長 

兼建築エンジニアリングセンター長 

兼建築エンジニアリング推進部長 

 

執行役員   組田 良則   委 嘱 技術センター所長 

兼株式会社高環境エンジニアリング出向 

免  技術センター所長 

兼株式会社高環境エンジニアリング出向 

 

 
以 上 
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