
 

 
 

平成 25 年５月 14 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) 

 

 

代表取締役の異動及び主要人事に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 25 年５月 14 日開催の取締役会において、代表取締役の異動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 

 

１. 役員人事（平成 25年８月 29日付） 

氏名 新職 旧職（平成 25年６月１日付） 

大場 明憲 代表取締役会長 代表取締役社長 

辻本 茂 代表取締役社長 
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 

西垣 淳 

取締役 常務執行役員 企画本部長 

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 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 

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 

佐藤 淳一 

取締役 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 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 

岡田 明 監査役（社外） 取締役（社外） 

白井 芳樹 特別顧問 代表取締役専務 企画本部長 

金次 末廣 技術顧問（大阪駐在） 
常務取締役 常務執行役員 技術担当 

（大阪駐在） 

渡邉 丈士 (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 (株)オオバクリエイト 取締役 

＊第 79回定時株主総会終結の時をもって就任・退任の予定 



２. 執行役員人事（平成 25年 6月 1日付） 

氏名 新職 旧職 

近藤 章 

執行役員 震災復興事業本部長代行 

兼 石巻事務所長 兼 盛岡事務所長 

兼 事業部長 

東京支店 副支店長 

 

３. その他主要人事（平成 25年 6月 1日付） 

氏名 新職 旧職 

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 総務部長 

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 

皆木 信介 営業本部 部長 
東京支店 首都圏営業部長 兼 営業企画室長 

兼 千葉特定支店長 

益永 克人 技術本部 副本部長 東京支店 上席部長 兼 計画・事業部長 

鈴木 隆彦 

東京支店 副支店長 

兼 首都圏営業部長 兼 営業企画室長  

兼 設計部長 兼 土地管理業務部長 

東京支店 副支店長 兼 設計部長 

村上 達之 東京支店 上席部長 兼 震災復興事業部長 東京支店 震災復興事業部長 

長 尚文 東京支店 環境計画部長 東京支店 環境部長 

野崎 和生 東京支店 まちづくり部長 東京支店 計画・事業部 担当部長 

杉田 哲夫 東京支店 首都圏営業部 千葉特定支店長 
東京支店 首都圏営業部 担当部長 

兼 北関東特定支店長 

遠山 章治 東京支店 首都圏営業部 北関東特定支店長
東京支店 首都圏営業部 北関東特定支店 

北関東営業課長 

小山 秀幸 名古屋支店 副支店長 兼 総務部長 
名古屋支店 副支店長 兼 総務部長 

兼 営業部長 

納村 和秀 

名古屋支店 土木設計部長 

兼 震災復興事業部 専門部長 

兼 震災復興事業本部 女川事務所長 

名古屋支店 土木設計部長 

兼 震災復興事業部 専門部長 

兼 震災復興事業本部 女川 CMR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 

峯俊 有治 名古屋支店 営業部長 名古屋支店 営業部 担当部長 

伊勢 博幸 大阪支店 上席部長 兼 震災復興事業部 大阪支店 震災復興事業部 専門部長 

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 

音羽 隆宏 
東北支店 震災復興事業部長（理事） 

兼 震災復興事業本部 山元事務所長 
東北支店 設計部長 

瀧口 玲 東北支店 設計部長 兼 調査測量部長 
東北支店 設計部 担当部長 

兼 ＩＭＳ推進室長 

齋藤 明 
東北支店 まちづくり部長 

兼 震災復興事業部 専門部長 

東北支店 まちづくり部 担当部長 

兼 震災復興事業部 担当部長 

岩永 秀樹 
九州支店 環境デザイン部長 

兼 まちづくり部長 

九州支店 環境デザイン部長 

兼 ＩＭＳ推進室長 

中村 敏明 九州支店 広島特定支店 部長 営業本部 広島特定支店 担当部長 

赤川 俊哉 
震災復興事業本部 総合監理責任者 

兼 仙南 PJ室 専門部長 

震災復興事業本部 副総合監理責任者 

兼 事業部 専門部長 

 

以  上 



新任代表取締役の略歴 

 

 

辻本 茂（つじもと しげる） 

 

生年月日 昭和３０年１２月１０日 

     （東京都渋谷区出身） 

 

職歴   昭和５４年 ３月 慶應義塾大学商学部卒業 

     昭和５４年 ４月 海外石油開発(株)入社 

     昭和６２年１１月 三井信託銀行(株)（現 三井住友信託銀行(株)）入社 

     平成 ２年 ２月 同社 ロサンゼルス支店 

     平成 ６年１０月 同社 ニューヨーク支店 

     平成１２年１０月 同社 大阪支店営業第一部次長 

     平成１５年 ３月 株式会社オオバ（当社） 常任顧問 

     平成１７年 ７月 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 

     平成１８年 ６月 取締役執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 

     平成２２年 ６月 常務取締役常務執行役員 財務担当 

              兼 計画担当 

              兼 事業ソリューション部門担当 

              兼 営業本部長 

                   （現在に至る） 

 

（所有株式数 146,352 株（平成 24年 11 月 30 日現在）） 

 

 


