
 

 

 

2021 年 3 月 2 日 

 

 

人事異動に関するお知らせ 
 

 

 当社は、2021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 

代表取締役副社長 

副社長執行役員 

ALSOK ｶﾝﾊﾟﾆｰ長 

兼東日本担当 

兼営業本部長 

法人担当 

兼東日本営業担当 

兼第六地域本部長 

代表取締役副社長 

副社長執行役員 

ALSOK ｶﾝﾊﾟﾆｰ長 

兼東日本担当 

兼営業本部長 

法人担当 

兼東日本営業担当 

栢木 伊久二 

 

（2）執行役員の新任 

新 職 旧 職 氏 名 

執行役員 

経営企画副担当 

兼経営企画部長 

広報部長 宮島 裕 

執行役員 

第九地域本部長 
第九地域本部長 竹田 憲吾 

執行役員 

開発企画担当 

執行役員待遇 

新規事業担当 
桑原 英治 

 

（3）執行役員の退任 

新 職 旧 職 氏 名 

執行役員退任 

 

ALSOK 東京㈱代表取締役社長 

執行役員 

第七地域本部長 
小森 篤 



 

執行役員退任 

 

ALSOK 千葉㈱代表取締役社長 

執行役員 

(ALSOK 千葉㈱代表取締役社長) 
長嶋 義春 

 

（4）地域本部長の異動 

新 職 旧 職 氏 名 

第七地域本部長 第六地域本部長 望月 壽一郎 

 

（5）所属長級の異動 
  

新 職 旧 職 氏 名 

介護事業部長 海外事業第一部長 奥田 哲也 

経営企画部ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ長 監査部主任監査員 上田 靖志 

広報部長 関西営業部長 野条 直樹 

経理部長 人事部付 ALSOK 介護㈱出向(専務取締役) 内藤 良明 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ統括部長 営業管理部長 松原 将文 

開発企画部長 ｾｷｭﾘﾃｨ科学研究所長 原田 容仁 

開発技術部次長 
人事部付 ALSOK 昇日ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 

出向(取締役) 
土谷 尚賢 

ｾｷｭﾘﾃｨ科学研究所長 長野支社長 澤口 晴彦 

警送ｻｰﾋﾞｽ部次長 沼津支社長 西内 善信 

警送ｻｰﾋﾞｽ部警送資金管理室長 運用管理第二部近畿資金ｾﾝﾀｰ長 下野 貴弘 

運用技術部工事業務室長 相模支社長 隅田 勝也 

介護事業部次長 人事部付 ALSOK 介護㈱出向(取締役) 稲村 泰伸 

海外事業第一部長 海外事業第二部次長 大﨑 摩耶 

営業総括部担当部長 

兼ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾏｰｹｯﾄ営業室長 
営業総括部ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾏｰｹｯﾄ営業室長 引間 信康 

営業総括部警送営業室長 熊本支社長 菅原 晃 

営業管理部長 営業総務部長 中田 隆 

兼第三営業室長 

兼法人営業第二部担当部長 
法人営業第一部担当部長 冨野 官 



 

法人営業第一部法人営業戦略室長 山口支社長 中野 昌幸 

法人営業第二部担当部長 

兼第三営業室長 
法人営業第二部第三営業室長 川﨑 洋嗣 

金融営業第一部金融法人営業室長 北九州支社長 中村 学 

関西営業部長 岡山支社長 広澤 政弘 

営業総務部長 人事部付日本ﾌｧｼﾘｵ㈱出向(執行役員) 井上 淳 

横浜支社長 法人営業第一部法人営業戦略室長 中村 成孝 

相模支社長 法人営業第二部(第三営業室)課長 柏原 政人 

長野支社長 法人営業第三部課長 西原 俊雄 

沼津支社長 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ第一部警備運用企画課長 土山 憲一 

尾張支社長 城東支社副支社長 白鳥 匡艶 

岡山支社長 北海道支社副支社長 山田 洋介 

山口支社長 金融営業第一部金融法人営業室長 太田 憲介 

北九州支社長 人事部人事課長 伊藤 泰 

熊本支社長 香川支社副支社長 大長 聖人 

大分支社長 埼玉西支社副支社長 西野 誠 

 

（6）グループ会社役員の異動 
  

新 職 旧 職 氏 名 

人事部付 ALSOK 福岡㈱出向 

(代表取締役社長) 
開発企画部長 境田 芳幸 

人事部付 ALSOK 介護㈱出向 

(常務取締役) 
営業総括部警送営業室長 鈴木 紳悦 

人事部付 ALSOK ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱出向 

(常務取締役) 
経理部長 栗本 泰行 

人事部付日本ﾌｧｼﾘｵ㈱出向(取締役) 横浜支社長 塩谷 龍哉 

人事部付㈱ｱｰﾊﾞﾝｾｷｭﾘﾃｨ出向(取締役) 大分支社長 鍵元 智之 

人事部付 ALSOK 双栄㈱出向(取締役) 
人事部付 ALSOK 関東ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ㈱出向 

(取締役) 
山崎 志郎 

人事部付 ALSOK 佐賀㈱出向 

(代表取締役社長) 
法人営業第一部第三営業室長 高木 進 



 

ALSOK 介護㈱専務取締役 介護事業部長 伊藤 貢 

ALSOK 昇日ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱取締役 
人事部付 ALSOK 佐賀㈱出向 

(代表取締役社長) 
岩泉 新一 

ALSOK 関東ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ㈱取締役 警送ｻｰﾋﾞｽ部警送資金管理室長 松田 眞也 

ALSOK ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱代表取締役社長 
ALSOK ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱代表取締役社長 

兼日本ﾋﾞﾙ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱代表取締役会長 
大谷 啓 

ALSOK ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱取締役 ALSOK ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱取締役 原 行弘 

ALSOK ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱取締役 日本ﾋﾞﾙ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱取締役 小舘 誠 

 

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 


