
 

 

令和４年３月８日 

各 位 

会 社 名 綜 合 警 備 保 障 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 青山 幸恭 

（コード番号２３３１ 東証第一部）  

問合せ先 経営企画部ＩＲ室長 加藤 栄徳 

（ＴＥＬ．０３－３４２３－２３３１） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、令和４年４月１日付で、組織変更および人事異動を下記のとおり実施いたします。 

 

記 

 

１ 組織変更 

（１）商品サービス開発体制の強化 

   拡大する市場ニーズに対応し、商品サービスの企画開発力を強化するため、新たに「商品

サービス戦略部」を設置します。 

（２）システム開発・管理体制の強化 

   警備系および事務系システムの開発から保守・運用までを一元的に行う体制を構築するた

め、警備系システムを「開発技術部」が、事務系システムを「システム管理部」がそれぞれ

担当する体制へと変更します。これに合わせて、「システム管理部」を「事務システム部」

へ改称します。 

（３）「リース部」の設置 

   令和４年４月１日付でALSOKリース株式会社を当社へ吸収合併することに伴い、新たに 

「リース部」を設置します。 

 

２ 人事異動 

（１）執行役員の異動 

新職 旧職 氏名 

常務執行役員 

システム担当 

常務執行役員 

開発技術等総括担当 
 鈴木 一三 

常務執行役員 

介護事業担当 

兼営業本部副本部長 

(㈱らいふホールディングス代表

取締役社長 

兼㈱らいふ代表取締役社長 

常務執行役員 

介護事業担当 

兼営業本部副本部長 

(㈱らいふホールディングス代表

取締役社長 

兼㈱らいふ代表取締役社長 

 熊谷 敬 



 

兼㈱エムビックらいふ代表取締

役社長 

兼ALSOK介護㈱代表取締役社長) 

兼㈱エムビックらいふ代表取締役

社長) 

常務執行役員 

中日本担当 

兼工事担当 

兼営業本部副本部長 

中日本営業担当 

常務執行役員 

中日本担当 

兼綜管工事担当 

兼営業本部副本部長 

中日本営業担当 

兼綜管工事営業担当 

 水谷 紀彦 

常務執行役員 

人事総括副担当 

兼人事部長 

執行役員 

人事担当 

兼人事部長 

 百武 尚樹 

常務執行役員 

営業本部副本部長 

法人担当 

兼営業企画･管理担当 

兼営業推進担当 

執行役員 

法人副担当 

兼HOME ALSOK担当 

 小野 誠司 

常務執行役員 

(ALSOK北海道㈱代表取締役会長) 

執行役員 

(ALSOK北海道㈱代表取締役社長) 
 小松 裕 

執行役員 

研究担当 

執行役員 

開発企画担当 
 桑原 英治 

執行役員 

FM担当 

兼HOME ALSOK担当 

執行役員 

第五地域本部長 
 髙橋 賢 

 

（２）執行役員の新任 

新職 旧職 氏名 

執行役員 

戦略事業副担当 

兼戦略事業部長 

戦略事業部長  菊川 雅裕 

執行役員 

第四地域本部長 
第四地域本部長  近岡 雅之 

執行役員 

第五地域本部長 
第十地域本部長  柿本 健一 

 

（３）地域本部長の異動 

新職 旧職 氏名 

第十地域本部長 営業総括部長  森本 学 

 

 

 



 

（４）所属長の異動 

新職 旧職 氏名 

商品サービス戦略部長 法人営業第三部長  大西 茂輝 

リース部長 

海外事業第二部付ALSOK Thai 

Security Services Co. Ltd.出向

(取締役社長) 

兼ALSOK Consulting(Thailand) 

Co. Ltd.出向(取締役社長) 

 宗武 宏治 

教育･訓練部長 人事業務部長  竹下 清治 

事務システム部長 システム管理部長  西原 昌秀 

セキュリティサービス第一部長 セキュリティサービス第一部  岩下 健介 

セキュリティサービス第二部長 

兼運用管理第一部長 
茨城支社長  小宅 敦雄 

運用技術部長 運用技術部  小沢 孝司 

海外事業第一部長 

兼海外事業第二部長 
海外事業第一部長  大﨑 摩耶 

営業総括部長 法人営業第二部長  平山 樹也 

法人営業第二部長 法人営業第二部  川﨑 洋嗣 

法人営業第三部長 京都支社長  三浦 学 

人事業務部長 多摩支社長  小越 博 

北海道支社長 セキュリティサービス第一部  重松 高浩 

茨城支社長 大阪南支社長  高橋 靖子 

埼玉西支社長 人事部付ALSOK介護㈱出向  野村 美珠恵 

埼玉北支社長 総合事務部  兼田 千鶴子 

警送千葉支社長 警送サービス部  西内 善信 

警送神奈川支社長 警送神奈川支社  田中 良彦 

多摩支社長 大阪北支社長  宮野入 邦彦 

豊橋支社長 
海外事業第二部付PT.ALSOK BASS 

Indonesia Security Services出向 
 長坂 正樹 

警送愛知支社長 警送神奈川支社長  勝又 将輝 

京都支社長 姫路支社長  山下 和弘 

姫路支社長 横浜北支社  倉光 祐一 

奈良支社長 神戸支社  角谷 学 

梅田支社長 法人営業第一部  藤野 秀樹 

大阪南支社長 人事部付ALSOK-TW東日本㈱出向  平林 学 

大阪北支社長 法人営業第一部  長尾 忠慶 

警送近畿支社長 
人事部付ALSOK関東デリバリー㈱

出向(代表取締役社長) 
 長澤 政則 

警送九州支社長 運用管理第二部  木村 将之 

 

 



 

（５）グループ会社役員の異動 

新職 旧職 氏名 

人事部付ALSOK昇日セキュリティ

サービス㈱出向(代表取締役社

長) 

海外事業第二部長  田中 順 

人事部付ALSOK北海道㈱出向(代

表取締役社長) 
北海道支社長  長尾 昭 

人事部付ALSOK山形㈱出向(代表

取締役社長) 

兼人事部付ALSOK山形管財㈱出向

(代表取締役社長) 

セキュリティサービス第二部長 

兼運用管理第一部長 
 本川 哲久 

人事部付㈱アーバンセキュリテ

ィ出向(代表取締役社長) 
セキュリティサービス第一部  鈴木 智昭 

人事部付ALSOK関東デリバリー㈱

出向(代表取締役社長) 
警送九州支社長  國見 健司 

海外事業第二部付 ALSOK Thai 

Security Services Co. Ltd.出向

(取締役社長) 

兼ALSOK Consulting(Thailand) 

Co. Ltd.出向(取締役社長) 

海外事業第二部付ALSOK India 

Private Limited出向(取締役社

長) 

 番場 俊光 

日本ファシリオ㈱代表取締役社

長 
日本ファシリオ㈱  若木 輝彦 

以 上 


