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理事

氏名 役職名等

遠藤　　毅 経営統括本部広報・IR部長

飯田　十三 法務・コンプライアンス統括室法務部長

野平　啓二
オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部
プロジェクト部

下大田　隆弘
オイル＆ガス統括本部アジア・オセアニア事業本部
イクシス事業部長

藤田　　昭 特別理事に就任

矢野　宏明 特別理事に就任

技術理事

氏名 役職名等

渡邉　哲哉 インフラ統括本部技術イノベーション本部長代行

金子　幸雄
オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部
プロジェクト部

今村　　孝
インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部
本部長スタッフ

唐澤　俊之 プロセステクノロジー本部　本部長スタッフ

山岸　　正 執行役員に就任

石崎　裕幸 執行役員に就任

利根　睦人 執行役員に就任

穴田　信二 特別理事に就任

大森　英史 特別理事に就任

本山　健一 特別理事に就任

溝口　睦彦 特別理事に就任

安岡　正幸 特別理事に就任

就任

就任

退任

理事および技術理事の異動（7月1日付）

退任

                当社の理事および技術理事の異動をお知らせいたします。
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＜機構改革の主旨＞

中期経営計画「Beyond the Horizon」を達成するために昨年度実施した組織改定を改めて見直し、必要な調整を行うとともに、コアビジネ
スであるオイル＆ガス分野のEPCの立直しおよびプロジェクトマネジメント人財育成の強化を図り、新しい事業分野として掲げたインフラ
分野のEPCを確実に受注・遂行する最適な組織体制とすべく、以下の点を組織改定の基本方針とする。
(1) 全般
     マーケット状況を的確に把握し、国内外グループ会社を含めた受注戦略および経営戦略を確立し、確実に実行する。
(2) オイル＆ガス分野の強化
     オイル＆ガス分野における技術優位性追求およびビジネス展開をさらに推し進めるとともに、
　　 同分野のマーケット変化に柔軟に対応し、迅速な意思決定ができる効率的な組織として、受注および採算の確保につなげる。
　　 また、将来のプロジェクトマネジメント人財育成を見据えた組織とする。
(3) インフラ分野の拡大
     旺盛な投資が続く社会インフラ分野への積極的な展開および海外インフラEPC案件の受注・遂行力の強化を図る。

日揮株式会社（JGC CORPORATION）（代表取締役会長：佐藤雅之、横浜本社：横浜市西区みなとみらい2-3-1）は、本年7月1日付で機
構改革および人事異動を実施いたします。詳細は、以下の通りです。

機構改革および人事異動のお知らせ
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経営統括本部

・ 管理部所掌であったコーポレートIT室を経営統括本部の下に部門として新設する。

営業本部

・ クウェート事務所およびパリ事務所を廃止し、休眠していたバンコク事務所を再開する。

EPC技術強化室

・ 部レベルから本部レベルの組織に変更する。

オイル＆ガス統括本部

・
統括本部の下に「オフショア事業本部」を新設し、同事業本部の下にオフショアプロジェクト開発部およびプロジェクトタスクチームズ
を新設する。

・ ストラテジックプロジェクト事業本部を廃止する。

・ LNGプロジェクト部を廃止し、オフショアLNG機能をオフショアプロジェクト開発部へ、オンショアLNG機能をプロジェクト部へ移管する。

・
プロジェクトおよび建設業務について幅広い知見と経験を持つプロジェクトマネジメント人財を早期に育成するため、
プロジェクトマネジメント本部の下にプロジェクトマネジメント開発部を新設し、プロジェクト部および建設部の若手部員を配属する。

・ PM技術部所掌であったEPC技術強化グループを、プロジェクトマネジメント本部の下に部門として新設する。
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・
統括本部の下に「海外インフラプロジェクト本部」を新設し、同本部の下にメタル・ケミカルプロジェクト部、海外発電プロジェクト部、
社会・産業プロジェクト部、産業システム設計部、CP部、建設部およびEPC技術強化グループを設置する。

・
インフラプロジェクト本部を「国内インフラプロジェクト本部」に名称変更し、海外インフラプロジェクト部を海外インフラプロジェクト本部
の関連部門へ移管して廃止し、国内インフラプロジェクト部をエネルギープロジェクト部、発電・再生可能エネルギープロジェクト部を
国内発電プロジェクト部、国内原子力プロジェクト部を原子力・環境プロジェクト部にそれぞれ名称変更する。

・
事業開発本部の下のビジネス開発部、交通インフラ事業部および中国事業部を統合して社会インフラ事業部を新設し、電力・水イン
フラ事業部の水インフラ事業を社会インフラ事業部へ移管して電力インフラ事業部に名称変更する。
また、ビッグデータソリューション室をデジタル事業部に名称変更する。

・ HSEシステム部をテクニカルHSE部に名称変更する。

・ 機器エンジニアリング部およびシステム機械部を統合して、メカニカルエンジニアリング部を新設する。

インフラ統括本部

プロセステクノロジー本部

デザインエンジニアリング本部
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発令日：７月１日

新 役 職 旧 役 職 継 続 役 職

監査部

監査部長 竹澤 直樹

経営統括本部

本部長代行兼人財・組織開発部長
兼インフラ統括本部事業開発本部長代行

インフラ統括本部事業開発本部長 執行役員 花田 琢也

コーポレートIT室長 特別理事 安岡 正幸

営業本部

本部長
取締役
専務執行役員

古田 栄喜

本部長代行 インドネシア総代表 常務執行役員 福山 裕康

本部長代行 本部長 執行役員 秋鹿 正敬

本部長スタッフ 営業企画・管理室長 新田 耕太郎

営業企画・管理室長 佐々木 朝芳

ＥＰＣ技術強化室（部レベルから本部レベルへ変更となったため掲載）

ＥＰＣ技術強化室長（本部レベル） ＥＰＣ技術強化室長（部レベル） 特別理事 佐藤 恭平

氏　名

人  事  異  動



6/9

発令日：７月１日

新 役 職 旧 役 職 継 続 役 職 氏　名

人  事  異  動

オイル＆ガス統括本部

統括本部長代行 アジア・オセアニア事業本部長 常務執行役員 山﨑 憲一

中東・アフリカ・欧州・ＣＩＳ事業本部長代行 プロジェクトマネジメント本部長代行 執行役員 藤井 丈夫

オフショア事業本部長 中東・アフリカ・欧州・ＣＩＳ事業本部長代行 常務執行役員 阿部 茂

オフショア事業本部長代行
兼オフショア事業本部オフショアプロジェクト開発部長

プロジェクトマネジメント本部ＬＮＧプロジェクト部長 執行役員 石崎 裕幸

プロジェクトマネジメント本部プロジェクト部長 理事 山本 克毅

兼プロジェクトマネジメント本部
プロジェクトマネジメント開発部長

プロジェクトマネジメント本部長 顧問 武藤 一義

プロジェクトマネジメント本部
プロジェクト部モジュールグループリーダー

プロジェクトマネジメント本部ＬＮＧプロジェクト部
オフショア・モジュールグループリーダー

岸本 直彦

プロジェクトマネジメント本部
ＥＰＣ技術強化グループリーダー

プロジェクトマネジメント本部ＰＭ技術部
ＥＰＣ技術強化グループリーダー

秋山 聡

インフラ統括本部

統括本部長代行
兼海外インフラプロジェクト本部長

JGC VIETNAM COMPANY LIMITED　ゼネラルダイレクター 常務執行役員 林 晃光

統括本部長代行
兼国内インフラプロジェクト本部長

インフラプロジェクト本部長 執行役員 山口 康春

海外インフラプロジェクト本部長代行
兼国内インフラプロジェクト本部長代行

インフラプロジェクト本部長代行 執行役員 松岡 孝哉

海外インフラプロジェクト本部長スタッフ 事業開発本部交通インフラ事業部長 田口 智朗

海外インフラプロジェクト本部長スタッフ インフラプロジェクト本部海外インフラプロジェクト部長 湯本 慎一郎

海外インフラプロジェクト本部
メタル・ケミカルプロジェクト部長

樋口 隆二
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発令日：７月１日

新 役 職 旧 役 職 継 続 役 職 氏　名

人  事  異  動

海外インフラプロジェクト本部海外発電プロジェクト部長 斉藤 友久

海外インフラプロジェクト本部社会・産業プロジェクト部長 小柳 昌春

国内インフラプロジェクト本部長代行
兼海外インフラプロジェクト本部産業システム設計部長
兼国内インフラプロジェクト本部産業システム設計部長

インフラプロジェクト本部長代行 理事 木村 格

国内インフラプロジェクト本部長スタッフ インフラプロジェクト本部国内原子力プロジェクト部長 技術理事 梶原 茂樹

国内インフラプロジェクト本部長スタッフ
兼海外インフラプロジェクト本部建設部長
兼国内インフラプロジェクト本部建設部長

インフラプロジェクト本部建設部長 技術理事 今村 孝

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 熊谷 真也

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 竹俣 昌利

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 中居 邦浩

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 石川 忠男

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 櫻井 智浩

国内インフラプロジェクト本部チーフエンジニア インフラプロジェクト本部チーフエンジニア 増田 正之

国内インフラプロジェクト本部
エネルギープロジェクト部長

インフラプロジェクト本部国内インフラプロジェクト部長 是松 寛士

国内インフラプロジェクト本部国内発電プロジェクト部長
インフラプロジェクト本部
発電・再生可能エネルギープロジェクト部長

玉川 直明

国内インフラプロジェクト本部
ライフサイエンスプロジェクト部長

インフラプロジェクト本部
ライフサイエンスプロジェクト部長

谷口 光一郎

国内インフラプロジェクト本部
原子力・環境プロジェクト部長

吉田 英爾

国内インフラプロジェクト本部ヘルスケア事業部長 インフラプロジェクト本部ヘルスケア事業部長 三原 眞
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発令日：７月１日

新 役 職 旧 役 職 継 続 役 職 氏　名

人  事  異  動

国内インフラプロジェクト本部CP部長
兼海外インフラプロジェクト本部CP部長

インフラプロジェクト本部ＣＰ部長 秋山 真一郎

国内インフラプロジェクト本部ＥＰＣ技術強化グループリー
ダー
兼海外インフラプロジェクト本部
ＥＰＣ技術強化グループリーダー

インフラプロジェクト本部ＥＰＣ技術強化グループリーダー 箱田 利明

兼事業開発本部長 統括本部長代行 執行役員 遠藤 方泰

兼事業開発本部電力インフラ事業部長 事業開発本部長代行 理事 代田 徹

事業開発本部社会インフラ事業部長 事業開発本部中国事業部長 熊谷 司

事業開発本部デジタル事業部長 田中 信貴

技術イノベーション本部長代行

技術イノベーション本部
技術イノベーションセンター部長
兼プロセステクノロジー本部
チーフエンジニア

技術理事 渡邉 哲哉
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発令日：７月１日

新 役 職 旧 役 職 継 続 役 職 氏　名

人  事  異  動

プロセステクノロジー本部

本部長スタッフ 兼プロセスエンジニアリング第２部長 技術理事 唐澤 俊之

兼テクニカルＨＳＥ部長 兼ＨＳＥシステム部長 本部長スタッフ 桑原 洋之

プロセスエンジニアリング第３部長 山本 剛

デザインエンジニアリング本部

本部長代行
日揮プラントイノベーション(株)　取締役エンジニアリング本
部長

執行役員 山岸 正

本部長代行 本部長スタッフ兼システム機械部長 技術理事 小川 修一

本部長スタッフ 本部長代行 広沢 敏行

シビル建築部長 兼チーフエンジニア 小林 憲

計装制御部長 小鷹 茂

メカニカルエンジニアリング部長 機器エンジニアリング部長 稲葉 浩二

プロジェクトＩＴ部長 計装制御部長 井上 胤康
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