
 
 

2022年 4月 13日 

各  位 

会 社 名 株式会社 オ オ バ  

代表者名 代表取締役社長執行役員 辻本 茂 

（コード：9765 東証プライム市場） 

問合せ先 上席執行役員      片山博文 

（TEL.03-5931-5888） 
 

役員の異動ならびに主要人事に関するお知らせ 
 

当社は、2022 年 4 月 13 日開催の取締役会において、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. 取締役人事 

（1）2022年 6月 1 日付 

氏名 新職 旧職 

松田 秀夫 取締役専務執行役員 (※1) 専務取締役執行役員 

大場 俊憲 

取締役専務執行役員 

本社 企画本部長 

人事・総務・IT担当 

常務取締役執行役員 

本社 企画本部長 

人事・総務・IT担当 

清水 雄 

取締役常務執行役員 (※1) 

本社 営業本部長 

兼 新規事業推進室長 

兼 国際業務室長 

兼 日本都市整備㈱ 取締役社長 

常務取締役執行役員 

本社 営業本部長 

兼 新規事業推進室長 

兼 国際業務室長 

兼 日本都市整備㈱ 取締役社長 

西垣 淳 

取締役常務執行役員 (※1) 

内部統制・コンプライアンス・広

報・子会社担当 

常務取締役執行役員 

内部統制・コンプライアンス・広

報・子会社担当 

     ※１：2022年 6月 1 日付の取締役の職位制変更に伴うもの 

 

（2）2022年 8月 26日付 

氏名 新職 旧職 

英 直彦（※2） 
取締役専務執行役員 

内部統制・コンプライアンス担当 
本社 特別顧問 

嶋中 雄二（※2） 社外取締役 — 

松田 秀夫 本社 特別顧問 取締役専務執行役員 

西垣 淳 退任 

取締役常務執行役員 

内部統制・コンプライアンス・広

報・子会社担当 

※２：第 88 回定時株主総会(2022年 8月 26日開催予定)の決議を経て就任予定 

※３：2022年 8月 26日付の取締役選退任により、取締役 10名のうち、社外取締役 5名（半数以 

上）となる予定 



 

２．執行役員人事 

(1)2022年 6 月１日付 

氏名 新職 旧職 

市川 克己 

常務執行役員 

本社 営業本部 副本部長 

兼 営業部長 

上席執行役員 

本社 営業本部 副本部長 

兼 営業部長 

辻本 忠 
常務執行役員 

本社 企画本部 副本部長 

上席執行役員 

本社 企画本部 副本部長 

大宮 正浩 
執行役員 本社 技術本部 副本部長

兼 品質管理室長 
執行役員 本社 内部統制室長 

清水 孝太 執行役員 事業ソリューション部長 理事 事業ソリューション部長 

 

(2)2022年 8月 26日付 

氏名 新職 旧職 

片山 博文 

上席執行役員 

本社 企画本部 副本部長 

財務経理総括 広報・子会社担当 

兼 法務室長 兼 ＩＭＳ推進室長 

上席執行役員 

本社 企画本部 副本部長 

財務経理総括 

兼 法務室長 兼 ＩＭＳ推進室長 

 
 

３.その他の主要人事（2022 年 6 月１日付） 

氏名 新職 旧職 

湯浅 敦司 
東京支店  

副支店長 兼 ＩＭＳ推進室長（理事） 

東京支店  

副支店長 兼 ＩＭＳ推進室長 

立花 充 東京支店 都市整備部長（理事） 東京支店 都市整備部長 

石神 英美 
本社 企画本部 財務経理部長  

兼 財務課長 兼 経理課長（理事） 

本社 企画本部 財務経理部長  

兼 財務課長 兼 経理課長 

 

【添付資料】新任取締役候補者 略歴 

       ①英 直彦 

       ②嶋中 雄二 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別紙①】 新任取締役候補者略歴 

 

 

英 直彦 氏 略歴 
 

1961年 4月 9日生 
 

1984年 4月  建設省入省 

1984年 4月  茨城県 土木部 都市計画課 

1986年 4月  沖縄開発庁 沖縄総合事務局 開発建設部 建設行政課 係長 

1988年 4月 建設省 都市局 都市計画課 都市交通調査室 係長 

1991年 4月   長野県 岡谷市 都市開発部 参事(平成 5年 4月より部長) 

1993年 10月  建設省 大臣官房 政策課 課長補佐 

1996年 10月  建設省 建設経済局 海外協力官 

1998年 9月  建設省 都市局 都市計画課 課長補佐 

2000年 7月  東海旅客鉄道株式会社  

総合企画本部 東京企画開発部 担当課長 

2002 年 9月  国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課 企画専門官 

2004年 7月  国土交通省 都市・地域整備局 街路課 企画専門官 

2007年 4月  岐阜市 副市長 

2010年 4月  国土交通省 都市局 街路交通施設課 街路事業調整官 

2011年 4月  国土交通省 都市局 まちづくり推進課 都市総合事業推進室長

2011年 7月  国土交通省 都市局 まちづくり推進課 官民連携推進室長 

(組織変更) 

2012年 4月  都市再生機構 都市再生部 全国まちづくり支援室長 

2013年 4月  中野区 副区長 

2015年 7月  国土交通省 都市局 市街地整備課長 

2017年 7月  都市再生機構 統括役(役員待遇) 

2019年 7月   復興庁 宮城復興局長 

2021年 7月   国土交通省 大臣官房付。国交省を退職。 

2021年 10月  当社 特別顧問（現任） 

 

 

 

 

 



 

【別紙②】 新任取締役候補者略歴 

 

 

嶋中 雄二 氏 略歴 
 

1955年 11月 29日生 
 

1978年 4月 株式会社三和銀行入行 

1984年 10月  (社)日本経済研究センター入社、同社研究員 

1989年 4月 株式会社三和総合研究所入社、同社主任研究員 

1997年 7月 同社 主席研究員 

2000年 4月 同社 投資調査部長 兼 主席研究員 

2002年 4月 株式会社 UFJ総合研究所投資調査部長 兼 主席研究員 

2006年 1月 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

投資調査部長 兼 主席研究員 

2007年 4月 三菱 UFJ証券株式会社 

(現：三菱 UFJ証券ホールディングス株式会社) 

         参与 景気循環研究所長 

2010年 5月 三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  

参与 景気循環研究所長(現任) 

内閣府経済社会総合研究所「景気動向指数研究会」委員 

(現任) 

内閣府経済財政諮問会議「政策コメンテーター・フォーラム」

政策コメンテーター(現任) 

        景気循環学会 副会長(現任) 

        三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社客員研究員 

(現任) 

(公財)樫山奨学財団 評議員(現任) 

 

 


