
 

 

 

2020 年 3 月 3 日 

 

 

人事異動に関するお知らせ 
 

 

 当社は、2020年4月1日付で、人事異動を下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

（1）取締役の異動 

新 職 旧 職 氏 名 

取締役 

常務執行役員 

関西駐在 

西日本担当 

兼営業本部副本部長 

西日本営業担当 

兼第二地域本部長 

取締役 

常務執行役員 

関西駐在 

西日本担当 

兼営業本部副本部長 

西日本営業担当 

野村 茂樹 

取締役 

執行役員 

 (ALSOK 常駐警備㈱代表取締役社長) 

取締役 

常務執行役員 

第一地域本部長 

兼営業本部副本部長 

首都圏担当 

 八木 雅人 

 

（2）執行役員の異動 

新 職 旧 職 氏 名 

執行役員 

法人副担当 

執行役員 

営業企画･推進担当 

兼営業総括部長 

 小野 誠司 

執行役員 

第一地域本部長 

兼首都圏担当 

執行役員 

第三地域本部長 
 熊﨑 善夫 

執行役員 

第五地域本部長 

執行役員 

第五地域本部長 

兼第六地域本部長 

高橋 賢 

 



 

（3）執行役員の新任 

新 職 旧 職 氏 名 

執行役員 

総務副担当 

兼総務部長 

兼 CSR 推進室長 

総務部長 

兼 CSR 推進室長 
円谷 哲也 

執行役員 

第三地域本部長 
第八地域本部長 小野 裕之 

執行役員 

(ALSOK 北海道㈱代表取締役社長) 

人事部付 ALSOK 北海道㈱出向 

(代表取締役社長) 
小松 裕 

 

（４）地域本部長の異動 

新 職 旧 職 氏 名 

第六地域本部長 
人事部付 ALSOK 茨城㈱出向 

(代表取締役社長) 
望月 壽一郎 

第八地域本部長 警送近畿支社長 白曼 靖二 

 

（５）所属長級の異動 
  

新 職 旧 職 氏 名 

調達部長 渋谷支社長 遠藤 輝夫 

開発企画部情報ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ推進室長 
開発企画部(情報ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ推進室)課

長 
三好 克幸 

開発技術部長 開発企画部情報ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ推進室長 佐藤 将史 

ｼｽﾃﾑ管理部次長 

兼開発技術部次長 
高知支社長 地頭 正樹 

ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第一部担当部長 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第一部防災業務室長 小寺 德雄 

ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部長 

兼運用管理第一部長 

兼西日本 GC 統括室長 

北海道支社長 本川 哲久 

警送ｻｰﾋﾞｽ部長 

兼運用管理第二部長 
警送ｻｰﾋﾞｽ部 ATM 業務室長 山田 明広 

警送ｻｰﾋﾞｽ部 ATM 業務室長 警送埼玉支社長 大石 文博 

海外事業第一部長 
海外事業第一部長 

兼海外事業第二部長 
奥田 哲也 



 

海外事業第二部長 開発技術部長 田中 順 

営業総括部長 首都圏営業部長 森本 学 

法人営業第一部担当部長 名古屋支社長 冨野 官 

法人営業第一部第一営業室長 金融営業第二部金融商品企画課長 中澤 朋博 

法人営業第三部長 中日本営業部長 大西 茂輝 

中日本営業部長 大阪南支社長 古内 勝博 

首都圏営業部長 城東支社長 二木 朋哉 

運用管理第一部東日本 GC 統括室長 運用管理第一部東京ｶﾞｰﾄﾞｾﾝﾀｰ長 山口 隆 

北海道支社長 埼玉南支社長 長尾 昭 

埼玉西支社長 
HOME ALSOK 事業部 HOME ALSOK 企画

第一課長 
金谷 好高 

埼玉南支社長 香川支社長 松尾 晶 

千葉支社長 営業総括部営業推進企画室長 加藤 隆章 

警送埼玉支社長 山口支社副支社長 菅原 英希 

城東支社長 山梨支社長 山川 和人 

城北支社長 千葉支社長 池田 紀之 

渋谷支社長 大阪東支社長 中野 寛司 

多摩支社長 埼玉西支社長 小越 博 

南多摩支社長 豊橋支社副支社長 工藤 義和 

山梨支社長 川崎支社副支社長 北岡 司多 

静岡支社長 梅田支社長 濵本 康弘 

名古屋支社長 静岡支社長 松本 安之 

梅田支社長 徳島支社長 山下 拓也 

大阪東支社長 関西営業部課長 山本 一也 

大阪南支社長 
HOME ALSOK 事業部(HOME ALSOK 推進

室)課長 
高橋 靖子 

警送近畿支社長 
警送ｻｰﾋﾞｽ部長 

兼運用管理第二部長 
川越 貴幸 



 

香川支社長 
広報部広報第一課長 

兼広報第二課長 
藤田 亮 

徳島支社長 金融営業第一部金融営業第四課長 福井 昭浩 

高知支社長 
ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部機械警備業務指導課

長 
庄司 正吉 

 

（６）グループ会社役員の異動 
  

新 職 旧 職 氏 名 

人事部付 ALSOK 茨城㈱出向 

(代表取締役社長) 

ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第二部長 

兼運用管理第一部長 

兼西日本 GC 統括室長 

及川 瑞穂 

人事部付 ALSOK 茨城㈱出向(取締役) 法人営業第一部第一営業室長 松尾 恵介 

人事部付 ALSOK 東京㈱出向(取締役) 法人営業第三部長 齋藤 正裕 

人事部付 ALSOK 東心㈱出向(取締役) 
人事部付 ALSOK 熊本㈱出向 

(代表取締役社長) 
小野 哲也 

人事部付 ALSOK 双栄㈱出向 

(取締役副社長) 
城北支社長 植田 重幸 

人事部付 ALSOK 岡山㈱出向(取締役) 運用管理第一部東日本 GC 統括室長 荻 義晃 

人事部付 ALSOK 熊本㈱出向 

(代表取締役社長) 
多摩支社長 渡邊 勝彦 

人事部付綜合警備保障健康保険組合出向

(常務理事)  
ALSOK ﾘｰｽ㈱代表取締役社長 國井 裕 

ALSOK 群馬㈱常務取締役 
人事部付 ALSOK 群馬㈱出向 

（常務取締役） 
平井 均 

ALSOK 千葉㈱取締役 ALSOK 双栄㈱取締役 竹内 崇 

ALSOK ﾘｰｽ㈱代表取締役社長 調達部長 飯塚 祐治 

㈱ｼﾞｪｲ･ｴﾌ･ｴﾙ代表取締役社長 南多摩支社長 山本 英順 

ALSOK 神奈川㈱取締役 
人事部付 ALSOK 神奈川㈱出向 

(取締役) 
斉藤 芳男 

ALSOK 静岡㈱代表取締役社長 
人事部付 ALSOK 静岡㈱出向 

（代表取締役社長） 
上野 義典 

ALSOK 大阪㈱代表取締役社長 
人事部付 ALSOK 大阪㈱出向 

(代表取締役社長) 
古屋 実男 

京阪神ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 

代表取締役副社長 

執行役員待遇 

第二地域本部長 

兼関西営業担当 

本庄 信一 

   



 

   

ALSOK 山口㈱代表取締役社長 
人事部付 ALSOK 山口㈱出向 

 (代表取締役社長) 
濵岸 守 

 

以 上 

 
この件に関するお問い合わせは 

 

ALSOK 広報部 

mail : koho@alsok.co.jp 


