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2023 年 3 月 17 日 

                        TC 神鋼不動産株式会社 

 

役 員 人 事 に つ い て 
 

当社は、2023 年 3 月 14 日に開催致しました取締役会において、2023 年 4 月 1 日

付の執行役員の人事ならびに委嘱される予定の委嘱業務を決定致しましたので、下記の

通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１．執行役員の人事について 

（１）委嘱業務の変更内容 

役  職 氏  名 
委   嘱   業   務 

新 旧 

取締役 

専務執行役員 

片岡 剛一 事業企画部の担当および 

法人営業部の担当執行役員補

佐 

事業企画部の担当、法人事業

部長補佐 

取締役 

常務執行役員 

畠山  淳 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部および社長特

命事項（投資・開発委員会委

員長）の担当兼ねて企画管理

部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当執

行役員補佐 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部および社長特

命事項（投資・開発委員会委

員長）の担当兼ねて企画管理

部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担当執

行役員補佐 

専務執行役員 吉田 重郎 開発企画部、開発推進部、賃

貸推進部、首都圏賃貸推進部

および流通営業部の担当 

住宅開発事業部長兼ねて不

動産仕入部（住宅開発事業部

案件）の管掌 

専務執行役員 

（昇任） 

松村  勝教 社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産ｻｰﾋﾞｽ㈱代表取締役

社長） 

社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産ｻｰﾋﾞｽ㈱代表取締役

社長） 

常務執行役員 小田 健司 保険業務部、法人保険部およ

び個人保険部の担当 

保険ｻｰﾋﾞｽ事業部長 

常務執行役員 井上  郁夫 社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産建設㈱代表取締役社

長） 

社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産建設㈱取締役副社

長） 

常務執行役員 上野 寿久 法人営業部の担当兼ねて事業

企画部の担当執行役員補佐 

法人事業部長兼ねて事業企

画部の担当執行役員補佐 

常務執行役員 

 

加藤 慎一郎 法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部の担当兼ね

て保険業務部、法人保険部お

よび個人保険部の副担当 

保険ｻｰﾋﾞｽ事業部副事業部長 

執行役員 中村 康広 投資・開発部、首都圏投資・

開発部、賃貸推進部および首

都圏賃貸推進部の担当執行役

員補佐 

住宅開発事業部副事業部長

(賃貸住宅の担当)兼ねて法人

事業部長補佐および不動産

仕入部の担当執行役員補佐 
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役  職 氏  名 
委   嘱   業   務 

新 旧 

執行役員 磯嶋  満 社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産建設㈱常務取締役お

よび八戸臨海開発㈱取締役） 

都市開発事業部副事業部長

（兼ねて八戸臨海開発㈱代

表取締役社長） 

執行役員 前田  実 技術部および全社建設業の担

当（経営業務管理責任者）兼

ねて開発推進部の副担当 

都市開発事業部副事業部長 

執行役員 堀田  学 監査部、人事部、企画管理部、

IT 推進部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの

担当 

監査部、総務部、法務部の管

掌、人事部、企画管理部、IT

推進部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの担

当 

執行役員 田中 聖憲 総務部および東京支社の担当

兼ねて総務部長 

監査部、総務部、法務部、東

京支社の担当 

執行役員 中川 博紀 投資・開発部、首都圏投資・

開発部の担当および開発企画

部の副担当兼ねて投資・開発

部長 

不動産仕入部の担当兼ねて

不動産仕入部長 

執行役員 

（新任） 

林 俊成 流通営業部の副担当兼ねて流

通営業部長 

 

執行役員 

（新任） 

築谷 健 賃貸推進部および首都圏賃貸

推進部の副担当 

 

執行役員 

（新任） 

北 芳男 社長特命事項の担当（TC 神

鋼不動産建設㈱取締役副社

長）および技術部の副担当 

 

 

（２）４月１日以降の役職及び委嘱業務 

役  職 氏  名 委   嘱   業   務 

取締役会長 花岡 正浩 
 

代表取締役社長 藤野 悦郎 
 

取締役 黒須  信之 社長補佐 

取締役専務執行役員 片岡 剛一 
事業企画部の担当および法人営業部の担当執行役員

補佐 

取締役常務執行役員 畠山    淳 

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部および社長特命事項（投資・開発委員

会委員長）の担当兼ねて企画管理部およびｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

の担当執行役員補佐 

専務執行役員 吉田  重郎 
開発企画部、開発推進部、賃貸推進部、首都圏賃貸推

進部および流通営業部の担当 

専務執行役員 

（昇任） 
松村  勝教 

社長特命事項の担当 

（TC 神鋼不動産ｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長） 

常務執行役員 小田  健司 保険業務部、法人保険部および個人保険部の担当 
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常務執行役員 井上  郁夫 
社長特命事項の担当 

（TC 神鋼不動産建設㈱ 代表取締役社長） 

常務執行役員 上野  寿久 
法人営業部の担当兼ねて事業企画部の担当執行役員

補佐 

常務執行役員 加藤 慎一郎 
法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部の担当兼ねて保険業務部、法人保

険部および個人保険部の副担当 

執行役員 中村  康広 
投資・開発部、首都圏投資・開発部、賃貸推進部およ

び首都圏賃貸推進部の担当執行役員補佐 

執行役員 磯嶋    満 
社長特命事項の担当（TC 神鋼不動産建設㈱ 常務取

締役および八戸臨海開発㈱ 取締役） 

執行役員 前田    実 
技術部および全社建設業の担当（経営業務管理責任

者）兼ねて開発推進部の副担当 

執行役員 堀田    学 
監査部、人事部、企画管理部、IT 推進部およびｺﾝﾌﾟﾗ

ｲｱﾝｽの担当 

執行役員 田中 聖憲 総務部および東京支社の担当兼ねて総務部長 

執行役員 中川 博紀 
投資・開発部、首都圏投資・開発部の担当および開発

企画部の副担当兼ねて投資・開発部長 

執行役員 

（新任） 
林  俊成 流通営業部の副担当兼ねて流通営業部長 

執行役員 

（新任） 
築谷  健 賃貸推進部および首都圏賃貸推進部の副担当 

執行役員 

（新任） 
北  芳男 

社長特命事項の担当（TC 神鋼不動産建設㈱取締役副

社長）および技術部の副担当 

 

 

（３）昇任執行役員 

氏  名 現役職名 新役職名 

松村 勝教 常務執行役員 専務執行役員 

 
 

（４）新任執行役員 

氏  名 現役職名 新役職名 

林  俊成 
中央日土地ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 執行役員 

東京支店長 
執行役員 

築谷  健 TC 神鋼不動産ｻｰﾋﾞｽ㈱ 取締役 執行役員 

北  芳男 ㈱神戸製鋼所 建設技術部長 執行役員 

 

《添付資料》 

新任執行役員の略歴書 
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（５）退任執行役員 

氏  名 現役職名 退任後役職名 

黒須 信之 取締役副社長 

執行役員 

取締役 

同社株主総会終了時 同社顧問に就任予定 

濱崎 義弘 専務執行役員 顧問 

鷹取 憲一 常務執行役員 顧問 

                                     

 

２．実施時期 

  2023 年 4 月 1 日 

 

《お問合せ先》 

  TC 神鋼不動産株式会社 総務部長 奥橋 健彦 TEL：078-261-2121 

 

                                    以 上  



略 歴 書 

 

TC 神鋼不動産株式会社 

 

 

氏   名： 林 俊成（はやし としなり） 

 

生 年 月 日： 昭和 39年 7月 24日 

 

学   歴： 昭和 62年 3月  駒澤大学 経済学部卒 

 

入   社： 昭和 62年 4月  勧業不動産株式会社入社 

 

社 内 歴： 平成 19年 11月 日本土地建物販売株式会社 横浜支店長 

 

平成 22年 11月 同社 名古屋支店長 

 

平成 23年 12月 同社 ⅭＲＥ営業部長 

 

平成 24年 11月 同社 ソリューション営業部長 

 

平成 25年 4月        同社 新宿支店長 

 

平成 29年 1月  同社 営業一部長 

 

平成 31年 1月  同社 執行役員 営業一部長 

 

令和 2年 4月  同社 執行役員 上野支店長 

 

令和 2年 5月  同社 執行役員 東京支店長 

 

令和 3年 4月  中央日土地ソリューションズ株式会社 

           執行役員 東京支店長 

 

 

現在に至る 



略 歴 書 

 

TC神鋼不動産株式会社 

 

氏   名： 築谷 健（つくたに たけし） 

 

生 年 月 日： 昭和 41年 2月 10日 

 

学   歴： 昭和 59年 3月    私立滝川高等学校 卒 

 

主 な 職 歴： 平成 3年 1月   神鋼興産株式会社入社 

 

       平成 6年 4月   同社 不動産事業部開発分譲部 

 

       平成 20年 1月   神鋼不動産株式会社 不動産事業部営業部仲介 Gr長 

 

       平成 22年 4月   同社 不動産事業部仲介・リフォーム部仲介 Gr長 

 

       平成 25年 6月    同社 不動産事業部住宅分譲部分譲 Gr長 

 

 平成 27年 6月    同社 不動産事業部住宅分譲部長 

 

       平成 29年 7月   同社 東京支社 首都圏営業部長 

 

       平成 31年 5月   同社 東京支社長 兼 住宅開発事業部首都圏分譲部長 

 

令和 3年 4月   神鋼不動産ジークレフサービス株式会社 

                 住宅管理事業部副事業部長 

 

       令和 3年 6月   同社 取締役 

 

 

現在に至る 

 



 

略 歴 書 

 

TC 神鋼不動産株式会社 

 

 

氏   名： 北 芳男（きた よしお） 

 

生年月日： 昭和 42年 11月 13日 

 

学   歴： 平成 5年 3月     神戸大学大学院 工学研究科環境計画学専攻 修了 

 

入   社： 平成 5年 4月     株式会社神戸製鋼所入社 

 

主 な 職 歴： 平成 5年 4月     同社 施設部 

 

       平成 11年 4月     同社 鉄鋼カンパニー建設技術部 

   

       平成 17年 1月    同社 鉄鋼部門建設技術部主任部員 

 

        平成 22年 4月    同社 鉄鋼事業部門建設技術部主任部員 

 

       平成 24年 4月     同社 建設技術部建設技術室長 

 

       平成 27年 4月    同社 建設技術部担当部長 

 

       平成 28年 4月    同社 建設技術部長 

      （平成 28年 6月    神鋼興産建設株式会社 取締役） 

 

 

                                  現在に至る 




