
 

 
 

平成 25 年４月９日 

各  位 

会 社 名 株式会社 オ オ バ 

代表者名 代表取締役社長 大場 明憲 

(コード：９７６５、東証第２部) 

問合せ先 取締役企画副本部長 渡邉 丈士 

(TEL.０３－３４６０－０１１１) 

 

 

組織変更及び主要人事に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 25 年６月１日付をもって、組織変更及び主要人事を下記のとおり決定いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

組織変更(平成 25 年６月１日付) 

 

１．本社 

  ① 本社 営業本部 広島特定支店を九州支店の統括下に移す。 

  ② 本社 営業本部 広島特定支店 四国営業所を本社 営業本部 四国営業所として統括下に置く。 

 

２．沖縄支店 

  ①沖縄支店を沖縄特定支店とし、九州支店の統括下に移す。 

  ②沖縄支店 総務部、まちづくり部は廃止する。 

 

３．九州支店 

  ① 九州支店に広島特定支店、沖縄特定支店を設置する。 

  ② 広島特定支店に営業課、山口営業所を設置する。 

  ③ 沖縄特定支店に営業課を新設する。 

 



主要人事(平成 25 年６月１日付) 

 

１．役員人事 

氏名 新職 旧職 

大場 明憲 代表取締役社長 
代表取締役社長 

兼 震災復興事業本部長 

辻本 茂 

常務取締役 常務執行役員 

社長特命事項担当 

兼 財務担当・事業ソリューション担当 

常務取締役 常務執行役員 営業本部長 

兼 財務担当・事業ソリューション担当 

兼 日本都市整備(株) 取締役 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事長 

金次 末廣 常務取締役 常務執行役員 技術担当 

常務取締役 常務執行役員 技術担当 

兼 技術本部長 

兼 震災復興事業本部長代行 

渡邉 丈士 

取締役 常務執行役員 企画本部 副本部長 

兼 コンプライアンス担当・子会社管掌 

兼 経理部長・新規事業推進部長 

兼 (株)オオバクリエイト 取締役 

取締役 常務執行役員 企画本部 副本部長 

兼 コンプライアンス担当・子会社管掌 

兼 経理部長・新規事業推進部長 

兼 日本都市整備(株) 監査役 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 監事 

大場 重憲 監査役 
監査役 

兼 (株)オオバクリエイト 監査役 

 

 

２．執行役員人事 

氏名 新職 旧職 

佐藤 淳一 

常務執行役員 震災復興事業本部長 

兼 事業ソリューション部長 

兼 事業ソリューション部 事業部長 

兼 東北都市整備(株) 取締役 

常務執行役員 事業ソリューション部長 

兼 事業ソリューション部 事業部長 

兼 震災復興事業本部 総合監理責任者 

兼 震災復興事業本部 営業部長 

佐藤 博行 常務執行役員 東京支店長 
常務執行役員 東北支店長 

兼 調査測量部長 

吉崎 龍則 常務執行役員 大阪支店長 執行役員 大阪支店長 

清水 雄 

執行役員 営業本部長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事 

執行役員 東京支店長 

高橋 正仁 
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 

兼 (株)オオバクリエイト 代表取締役社長
執行役員 企画本部 副本部長 兼 人事部長 

斉藤 好二 執行役員 技術本部長 技術本部 副本部長 

千葉 純 
執行役員 東北支店長 

兼 東北都市整備(株) 取締役 

東北支店 副支店長 兼 総務部長 

兼 営業部長 兼 東北・北特定支店長 

近藤 章 執行役員 震災復興事業本部長代行 東京支店 副支店長 

 



 

 

３．その他主要人事 

氏名 新職 旧職 

西垣 淳 

常任顧問 

兼 日本都市整備(株) 監査役 

兼 東北都市整備(株) 監査役 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 監事 

兼 (株)オオバクリエイト 監査役 

兼 (株)おおぎみファーム 監査役 

常任顧問 

中野 恵一 本社 顧問 日本都市整備(株) 代表取締役社長 

阿部 賢一 

顧問 営業本部 海外業務室長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事長 

顧問 営業本部 海外業務室長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事総経理 

石井 清美 東京支店 顧問 沖縄支店長(理事)兼 沖縄支店 総務部長 

関口 良一 
東北都市整備(株) 代表取締役社長 

兼 (株)オオバ 東北支店 顧問 

震災復興事業本部 副総合監理責任者 

兼 事業部長 兼 管理部長 

濵中 俊武 

企画本部 財務部長 兼 計画部長 

兼 震災復興事業本部 管理部長 

兼 (株)オオバクリエイト 取締役 

兼 (株)おおぎみファーム 取締役 

企画本部 財務部長 兼 計画部長 

兼 (株)オオバクリエイト 取締役 

久元 祥禎 

営業本部 海外業務室 担当部長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事総経理 

大阪支店 まちづくり部 担当部長 

兼 営業本部 海外業務室 担当部長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事 

金岡 基文 

企画本部 総務部 担当部長 

兼 大場都市環境設計コンサルタント 

(瀋陽)有限公司 董事 

企画本部 総務部 担当部長 

山本 泰三 内部統制室長 兼 品質管理責任者(理事) 内部統制室長 兼 品質管理責任者 

渕上 浩一 
新規事業推進部 課長 

兼 (株)おおぎみファーム 代表取締役社長
新規事業推進部 担当課長 

湯本 宏 
東京支店 調査測量情報部長 

兼 日本都市整備(株) 取締役 
東京支店 調査測量情報部長 

三河 隆司 
東北支店 副支店長 兼 総務部長 

兼 営業部長 兼 東北・北特定支店長 

東北支店 まちづくり部長 

兼 震災復興事業部長 

佐藤 修 

九州支店 副支店長  

兼 総務部長 兼 震災復興事業部長 

兼 沖縄特定支店長 

兼 (株)おおぎみファーム 取締役 

九州支店 まちづくり部長 

陣内 修 九州支店 広島特定支店長(理事) 

九州支店 副支店長  

兼 総務部長 兼 震災復興事業部長 

兼 営業本部 広島特定支店長 

音羽 隆宏 東北支店 震災復興事業部長(理事) 東北支店 設計部長 

 



 

 

４．子会社人事 

氏名 新職 旧職 

割田 主治 (株)オオバクリエイト 取締役相談役 (株)オオバクリエイト 代表取締役社長 

中島 英男 (株)オオバクリエイト 顧問 (株)オオバクリエイト 取締役 

谷島 巌 日本都市整備(株) 代表取締役社長 日本都市整備(株) 常務取締役 

 

(株)オオバクリエイト、日本都市整備(株)、大場都市環境設計コンサルタント(瀋陽)有限公司に

係る取締役人事は、各社の４月～６月に開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議を経て、それ

ぞれ選任の予定であります。 

東北都市整備(株)、(株)おおぎみファームに係る取締役人事は、各社設立日に正式に選任の予定

であります。 

 

以 上 


