
                      2020年2月28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、2020 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．本部再編 

  マンション各事業本部及びプロパティ事業本部並びにリゾート事業部を「第一～第六事業

本部」に再編すると共に、周辺事業のマンション工事・専有部サービス・保険の各事業を

支援部門から事業部門へ移管し事業本部制へ移行します。 

 

２．リニューアル事業の再編 

リニューアル事業におけるガバナンス、案件管理や業務管理体制の強化を目的とし「リニ

ューアル事業本部」を新設します。また、レポートラインの一本化を図るため、東日本リ

ニューアル事業部と西日本リニューアル事業部を統合し「建築工事部」と「施設工事部」

へ再編します。 

 

３．専有部に係るサービス事業の再編 

  顧客接点の強化を目的とし「ライフサポート事業本部」を新設します。また、専有部のリ

フォーム・物販等の収益強化を目的とし、本部傘下に「西日本ライフサポート部」を新設

します。 

 

４．「新事業準備室」の新設 

  新事業に係る具体的準備のため「新事業準備室」を新設します。 

 

５．「法務室」の部格への改組 

  法務機能強化の為、法務・コンプライアンス部内の「法務室」を部格とし、これに伴い「法

務・コンプライアンス部」を「CSR 推進部」へ改組します。 

６．「組合会計統合準備室」の廃止 

  組合会計の統合完了に伴い「組合会計統合準備室」を廃止します。 



Ⅱ．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 

安永 徳重 

泉 紀人 

森下 喜隆 

髙木 剛 

監査役 細谷 惣一郎 

 

２．退任執行役員（3月 31 日付） 

専務執行役員 安永 徳重 

専務執行役員 泉 紀人 

専務執行役員 長谷川 良裕 

常務執行役員 大西 健司 

常務執行役員 道祖土 修弘 

 

３．新任取締役及び新任監査役（4月 1日付） 

取締役 

野口 浩市 

室橋 一正 

細谷 惣一郎 

渡辺 昌之 

監査役 長崎 伸幸 

 

４．新任執行役員（4月 1日付） 

専務執行役員 野口 浩市 

常務執行役員 室橋 一正 

執行役員 江川 伸一郎 

執行役員 久保田 誠 

 

 

 

 

 

 



５．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 現役職 

前田 光洋 

代表取締役 専務執行役員 

社長補佐、経営企画部、事業戦略部、

総務部、人事部、情報システム部、コ

ミュニティスタッフ部 担当 

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、

経理部、法務・コンプライアンス部、情

報システム部、組合会計部、組合会計統

合準備室 担当 

森田 哲也 

代表取締役 専務執行役員 

新事業準備室、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 

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 

 

 

（２）役員 

氏名 新役職 現役職 

野口 浩市 

取締役 専務執行役員 

第六事業本部、経理部、CSR 推進部、

法務室、営業部 担当 兼 法務室長 

（三菱地所(株)） 

髙橋 直之 
取締役 専務執行役員 

リニューアル事業本部 担当 

取締役 常務執行役員 

マンション第三事業本部 担当 

室橋 一正 
取締役 常務執行役員 

第二事業本部 担当 
（丸紅(株)） 

楠 茂治 

専務執行役員 

ライフサポート事業本部、組合会計部 

担当 

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 

桜井 孝雄 
専務執行役員 

第一事業本部 担当 

常務執行役員 

マンション第二事業本部 担当 

辻井 勝義 
常務執行役員 

第五事業本部 担当 

常務執行役員 

社長特命事項、保険部 担当 

西川  隆 
常務執行役員 

第三事業本部 担当 

常務執行役員 

マンション第五事業本部 担当 

河地 毅彦 
常務執行役員 

第四事業本部 担当 

執行役員 兼 マンション第五事業本部

大阪第一支店長 兼 大阪第二支店長 

佐藤 文明 
執行役員 兼 第一事業本部札幌支

店長 

執行役員 兼 マンション第三事業本部

城西支店長  

武田 慎司 
執行役員 兼 コミュニティスタッ

フ部長 

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 



江川 伸一郎 
執行役員 兼 第四事業本部大阪第

一支店長  
マンション第四事業本部横浜第二支店長 

久保田 誠 
執行役員 兼 第一事業本部都心支

店長  
マンション第二事業本部千葉第二支店長 

 

６．幹部 

氏名 新役職 現役職 

秋山 浩孝 第一事業本部城南第一支店長  マンション第七事業本部札幌支店長 

宇野 裕 第一事業本部城西支店長  マンション第一事業本部城南第一支店長 

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

山口 浩司 第二事業本部千葉第二支店長  マンション第二事業本部城東第二支店長 

川﨑 剛司 第三事業本部横浜第二支店長  
マンション第五事業本部大阪第一支店企

画業務室長  

濵田 覚 人事部長 マンション第五事業本部名古屋支店長  

梅崎 慎一郎 第四事業本部名古屋支店長  
マンション第五事業本部名古屋支店管理

１グループ長 

泊 英樹 第四事業本部大阪第二支店長 マンション第五事業本部大阪第四支店長 

藏方 誠 経営企画部長 マンション第六事業本部九州支店長  

砂川 健一 
第六事業本部プロパティ事業第二部

長 

プロパティ事業本部プロパティ事業統括

部企画業務室長 

奥山 博史 リニューアル事業本部建築工事部長 東日本リニューアル事業部長 

藤永 泰士 リニューアル事業本部施設工事部長 西日本リニューアル事業部長 

大田 雅彦 

ライフサポート事業本部ライフサポ

ート部長 兼 西日本ライフサポー

ト部長 

ライフサポート部長 

和田 英之 第五事業本部九州支店長 経営企画部長 兼 総務部長 

春日 将人 第一事業本部中央第一支店長 人事部長 

安藤 康司 新事業準備室長 事業戦略部長 

久留 隼人 
事業戦略部長 兼 人事部人事企画

室長 

組合会計統合準備室長 兼 人事部人事

企画室長 兼 経営企画部プラットフォ

ーム開発推進室長 

松永 誠一郎 情報システム部長 兼 総務部長 コミュニティスタッフ部長 

下地 庸雅 CSR 推進部長 法務・コンプライアンス部長 

鈴木 信和 内部監査室長 法務・コンプライアンス部法務室長 

 

  



【参考 2020 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 野口 浩市 

取締役 専務執行役員 高橋 直之 

取締役 常務執行役員 室橋 一正 

取締役（非常勤） 西貝 昇 

取締役（非常勤） 細谷 惣一郎 

取締役（非常勤） 渡辺 昌之 

取締役（非常勤） 馬躰 純一 

専務執行役員 楠  茂治 

専務執行役員 桜井 孝雄 

常務執行役員 辻井 勝義 

常務執行役員 西川  隆 

常務執行役員 河地 毅彦 

執行役員 藤原 弘朗 

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 

執行役員 江川 伸一郎 

執行役員 久保田 誠 

常勤監査役 福沢美之輔 

監査役（非常勤） 長崎 伸幸 

 

 

 

 

以 上 

 



施設工事部

ライフサポート事業本部 ライフサポート部

⻄⽇本ライフサポート部

保険部

建築工事部

第五事業本部 神⼾第⼀⽀店

神⼾第⼆⽀店

中国⽀店

九州⽀店

第六事業本部 プロパティ事業統括部

プロパティ事業第⼀部

プロパティ事業第⼆部

リゾート事業部

リニューアル事業本部 リニューアル事業統括部

第四事業本部 名古屋⽀店

京都⽀店

大阪第⼀⽀店

大阪第⼆⽀店

大阪第三⽀店

横浜第三⽀店
情報システム部町田⽀店

法務室湘南⽀店

⽴川⽀店

第⼆事業本部 城東⽀店 コミュニティスタッフ部

横浜第⼆⽀店
CSR推進部

千葉第⼀⽀店

新事業準備室千葉第⼆⽀店

事業戦略部埼玉⽀店

総務部東北⽀店

人事部第三事業本部 横浜第⼀⽀店
経理部

城北⽀店

経営企画部

城南第⼆⽀店 営業部

札幌⽀店 コールセンター部

城⻄⽀店 組合会計部

中央第⼀⽀店 業務推進部

中央第⼆⽀店 発注統括部

城南第⼀⽀店 技術統括部

内部監査室
社⻑

第⼀事業本部 都心⽀店 事業統括部

三菱地所コミュニティ 組織図 2020.4.1付

株主総会
監査役

取締役会


