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2019年 3月 8日 

報道関係各位 

三菱地所コミュニティ株式会社 

 

組織改正及び人事異動等に関するお知らせ 

 

 

三菱地所コミュニティ株式会社は、以下の通り、2019 年 4 月 1 日付で組織改正及び人事異動を行うことを

決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
Ⅰ．組織改正 

 

１．リニューアル事業の再編 

 修繕工事における統括機能の強化を目的に、「リニューアル事業推進部」を「リニューアル事業統括部」

に改称すると共に、「リニューアル事業第一部」と「リニューアル事業第二部」を統合し「東日本リニュ

ーアル事業部」に再編します。 

 

２．「事業戦略部」の新設 

 新事業の企画検討並びに社会環境の変化を踏まえたマンション管理業等のビジネスモデルの再構築の

検討を担う部署として、「事業戦略部」を新設し、傘下にイノベーション推進グループを新設します。 

 また、顧客向けアプリの開発や、AIや ICT等を活用したビジネスモデル及び社内業務を戦略的に検討

する「事業ＩＴ戦略グループ」を「事業戦略部」へ移管することに伴い、「事業 IT 戦略室」は発展的に

解消します。 

 

３．「統合推進部」の廃止 

 合併による業務の統合完了により「統合推進部」を廃止します。 

 

４．「ＩＳＯ・Ｐマーク推進部」の廃止 

 個人情報の順守及びリスクマネジメントの強化を目的に、「法務コンプライアンス部」に「ＩＳＯ・Ｐ

マーク推進部」を移管し、「ＩＳＯ・Ｐマーク推進部」を廃止します。 
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Ⅱ．社長交代 

 

１．交代の内容（4 月 1日付） 

氏名 新役職 現役職 

駒田 久 代表取締役 社長執行役員 
取締役（非常勤） 

三菱地所株式会社執行役常務 

清沢 光司 退任 代表取締役 社長執行役員 

 

２．新社長の略歴 

氏名 略歴 

駒田 久 

（こまだ ひさし） 

 1984 年 4月  三菱地所㈱入社   

 2012 年 4月  法務・コンプライアンス部長   

 2014 年 4月  執行役員東北支店長   

 2017 年 4月  執行役常務 住宅業務企画部担当 

 2019 年 4月  三菱地所コミュニティ㈱代表取締役 社長執行役員 

       三菱地所株式会社グループ執行役員（予定） 

 

Ⅲ．役員・幹部の異動、委嘱および担当業務の変更 

 

１．退任取締役及び退任監査役（3月 31 日付） 

取締役 清沢 光司 

 

２．新任役員 

取締役 西貝 昇 

※西貝昇氏の取締役就任については、三菱地所株式会社の所定の手続きを経て、正式に確定する予定です。 

 

３．新任執行役員（4月 1日付） 

執行役員 武田 慎司 

執行役員 荒瀬 典之 

執行役員 久保田 剛生 

 

４．役員の委嘱及び担当業務の変更 

（１）代表取締役 

氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

駒田  久 
代表取締役 社長執行役員 

内部監査室担当 

取締役(非常勤) 

三菱地所株式会社執行役常務 

前田 光洋 

代表取締役 専務執行役員 

社長補佐、経営企画部、総務部、人事部、情報

システム部、組合会計部、組合会計統合準備室

担当 

代表取締役 専務執行役員 

社長補佐、経営企画部、統合推進部、総務部、

人事部、情報システム部、組合会計統合準備室

担当 
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森田 哲也 

代表取締役 専務執行役員 

プロパティ事業本部、営業部、リゾート事業部

担当 

代表取締役 専務執行役員 

プロパティ事業本部、営業部、ライフサポート

部担当 

 

（２）役員 

氏名 新役職・担当業務 現役職・担当業務 

安永 徳重 

取締役 専務執行役員 

事業統括部、業務推進部、発注統括部、

技術統括部、コールセンター部、事業戦

略部担当 

取締役 専務執行役員 

事業統括部、業務推進部、発注統括部、技術統括部、

コールセンター部担当 

長谷川 良裕 
専務執行役員 

マンション第六事業本部担当 

専務執行役員 

マンション第六事業本部担当 兼 神戸第一支店長 

新井 康司 
常務執行役員 

経理部、法務・コンプライアンス部担当 

常務執行役員 

経理部、法務・コンプライアンス部、ISO・P マーク推

進部担当 

大西 健司 

常務執行役員 

リニューアル事業統括部、東日本リニュ

ーアル事業部、西日本リニューアル事業

部担当 

常務執行役員 

リニューアル事業推進部、リニューアル事業第一部、

リニューアル事業第二部、西日本リニューアル事業部

担当 

楠 茂治 

常務執行役員 

マンション第七事業本部、ライフサポー

ト部、コミュニティスタッフ部担当 

常務執行役員 

マンション第七事業本部、リゾート事業部、コミュニ

ティスタッフ部担当 

辻井 勝義 
常務執行役員 

社長特命事項、保険部担当 

常務執行役員 

保険部、組合会計部担当 兼 組合会計部長 

藤原 弘朗 
執行役員 兼 マンション第六事業本部

神戸第一支店長 

執行役員 兼 統合推進部長 兼 プロパティ事業

統括部長 

武田 慎司 
執行役員 兼 マンション第一事業本部

都心支店長 兼 中央第一支店長 

マンション第一事業本部都心支店長 兼 中央第一

支店長 

荒瀬 典之 執行役員 兼 組合会計部長 ライフサポート部長 

久保田 剛生 執行役員 兼 経理部長 経理部長  

 

６ ．幹部 

氏名 新役職 現役職 

小泉 重之 マンション第二事業本部城東第一支店長 マンション第二事業本部東北支店長 

佐藤 正道 マンション第二事業本部東北支店長 人事部人事 1グループ長 

喜多 哲也 マンション第六事業本部神戸第二支店長 営業部西日本営業室長 兼 営業２グループ長 

田中 良尚 プロパティ事業統括部長 マンション第六事業本部神戸第二支店長 
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奥山 博史 東日本リニューアル事業部長 リニューアル事業第一部長 

大田 雅彦 ライフサポート部長 リニューアル事業第二部長 

和田 英之 経営企画部長 兼 総務部長 経営企画部長  

安藤 康司 事業戦略部長 
事業ＩＴ戦略室長 兼 経営企画部経営企画グルー

プ長  
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【参考 2019年 4月 1 日付 取締役、監査役及び執行役員体制】 

役  職 氏  名 

代表取締役 社長執行役員 駒田  久 

代表取締役 専務執行役員 前田 光洋 

代表取締役 専務執行役員 森田 哲也 

取締役 専務執行役員 安永 徳重 

取締役 専務執行役員 泉  紀人 

取締役 常務執行役員 竹島 和茂   

取締役（非常勤） 西貝  昇 

取締役（非常勤） 森下 喜隆 

取締役（非常勤） 髙木  剛 

取締役（非常勤） 馬躰 純一 

専務執行役員 長谷川良裕 

常務執行役員 新井 康司 

常務執行役員 大西 健司 

常務執行役員 楠  茂治 

常務執行役員 桜井 孝雄 

常務執行役員 辻井 勝義 

常務執行役員 道祖土修弘 

常務執行役員 西川  隆 

執行役員 藤原 弘朗 

執行役員 河地 毅彦 

執行役員 佐藤 文明 

執行役員 平尾 知義 

執行役員 武田 慎司 

執行役員 荒瀬 典之 

執行役員 久保田剛生 

常勤監査役 福沢美之輔 

監査役（非常勤） 細谷惣一郎 

 

以 上 



マンション第一事業本部 都心支店

中央第一支店
業務推進部

中央第二支店
発注統括部 総務部

城南第一支店

内部監査室

三菱地所コミュニティ株式会社　組織図

株主総会
監査役

取締役会

社長

マンション第二事業本部 城東第一支店 営業部 経理部

人事部

リニューアル事業統括部 法務・コンプライアンス部

事業統括部 経営企画部

千葉第一支店

城北支店

東日本リニューアル事業部
千葉第二支店

東北支店

情報システム部

組合会計統合準備室

城東第二支店

コールセンター部

マンション第四事業本部 横浜第一支店

マンション第三事業本部 城西支店

西日本リニューアル事業部

立川支店

組合会計部

コミュニティスタッフ部

マンション第六事業本部 神戸第一支店

神戸第二支店

大阪第三支店

大阪第二支店

マンション第五事業本部

ライフサポート部

京都支店

大阪第一支店

名古屋支店

湘南支店

マンション第七事業本部 札幌支店

リゾート事業部

プロパティ事業本部 プロパティ事業統括部

2019年4月1日付

中国支店

プロパティ事業第一部

プロパティ事業第二部

九州支店

保険部

大阪第四支店

横浜第二支店

横浜第三支店

町田支店

埼玉支店

城南第二支店 技術統括部

事業戦略部


