
 

２０１６年４月１日 

 

各 位 

 

伊 豆 箱 根 鉄 道 株 式 会 社 

 

 

 

当社の組織改正と人事異動 

    および当社子会社の役員の異動と人事異動のお知らせ 

 

 

伊豆箱根鉄道株式会社では組織改正と人事異動、当社子会社では人事異動を、２０１６年４月

１日付で行いましたので下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

伊豆箱根鉄道株式会社 

１．組織改正（２０１６年４月１日付） 

（１）観光事業部 

①観光事業部営業課に企画室所管の営業戦略業務を統合し「営業戦略室」とする。 

②営業部沿線事業課を観光事業部業務課に統合する。 

（２）不動産部 

①不動産部を新設し、営業部賃貸営業課と保険課を移管する。 

②企画室所管の開発企画業務を不動産部不動産課に統合する。 

（３）介護事業部 

介護事業推進室は「介護事業部」へ名称変更する。 

（４）監査・コンプライアンス部 

監査課と J-SOX推進課を統合し「監査・内部統制課」とする。 

（５）経理部 

調査課を廃止し、調査関連業務を鉄道部と観光事業部に移管する。 

（６）総務部 

   ①総務部と人事部を統合し「総務部」とする。 

   ②広報課を総務課に統合する。 

 

 



１．人事異動（２０１６年４月１日付） 

新 職 名 氏 名 旧 職 名 

取締役上席執行役員 

不動産部長（委嘱） 
杉山 正浩 

取締役上席執行役員 

営業部長（委嘱） 

取締役上席執行役員 

総務部長（委嘱） 
椎野  均 

取締役上席執行役員 

人事部長（委嘱） 

執行役員鉄道部長 井村 真一 西武鉄道株式会社 

執行役員観光事業部長 

兼営業戦略室長 
佐藤 広樹 執行役員観光事業部長 

執行役員企画室長 吉村 長男 
総務部長 

兼広報課長 

観光事業部次長 

兼営業戦略室課長 

企画室次長 

高杉 泰美 企画室課長 

介護事業部次長 中村 公彦 介護事業推進室課長 

監査・コンプライアンス部 

監査・内部統制課長 
山下 栄光 

監査・コンプライアンス部 

Ｊ－ＳＯＸ推進課長 

兼監査課長 

監査・コンプライアンス部 

監査・内部統制課課長 
杉山 英治 人事部人事課長 

鉄道部運輸課長 斎藤 清孝 鉄道部運輸課係長 

観光事業部業務課課長 

（沿線事業担当） 
高田 圭一 営業部沿線事業課課長 

不動産部不動産課長 

兼熱海日金山霊園石材センター所長 
土屋 敦生 

営業部賃貸営業課長 

兼熱海日金山霊園石材センター所長 

不動産部不動産課課長 

（開発企画担当） 
内田 正樹 企画室課長（開発企画担当） 

不動産部不動産課主監 知久 健一 企画室主監 

不動産部保険課長 

兼三島支店長、小田原支店長 
青木 一彦 

営業部保険課長 

兼三島支店長 

経理部会計課課長 梅原 和大 
伊豆箱根バス株式会社 

管理部会計課長 

経理部財務課長 及川 保善 
経理部財務課長 

兼調査課長 

総務部総務課課長 渡辺 秀樹 総務部総務課係長 

総務部人事課長 津田  豪 観光事業部営業課長 

観光事業部営業戦略室 

課長補佐 

兼企画室課長補佐 

星谷 勝 

観光事業部業務課係長 

兼営業部沿線事業課係長 

（管理担当） 



監査・コンプライアンス部 

監査・内部統制課係長 
井川 秋夫 

監査・コンプライアンス部 

監査課係長 

監査・コンプライアンス部 

監査・内部統制課係長 
荻野 敬裕 

監査・コンプライアンス部 

監査課係長 

観光事業部業務課係長 久松 浩一 伊豆箱根企業㈱ 

観光事業部 

十国地区副支配人 

兼十国鋼索線区長 

小野 正貴 企画室係長 

箱根地区副支配人 榊  義和 伊豆箱根企業㈱ 

観光事業部船舶課係長 

兼箱根船舶営業所船長 
近森 孝充 

観光事業部船舶課係長 

兼三津船舶営業所所長、船長 

伊豆・三津シーパラダイス 

支配人、飼育長 
植田 行宏 

沼津地区支配人 

兼伊豆・三津シーパラダイス 

支配人、飼育長 

沿線事業所支配人 泉地 則夫 箱根地区副支配人 

広告事務所所長（小田原担当） 

兼道了尊売店店長 
鈴木 末浩 伊豆箱根企業株式会社 

不動産部不動産課 

係長 
武智 優治 企画室 

不動産部保険課 

三島支店副支店長 
細井 昭二 

営業部保険課 

三島支店副支店長 

不動産部保険課 

三島支店副支店長 
曽我 充 

営業部保険課 

小田原支店支店長 

経理部会計課係長 佐々木 謙一郎 経理部会計課 

経理部会計課係長 山崎 幸久 

伊豆箱根交通㈱ 

業務管理部経理課 

課長補佐 

総務部総務課係長 志村 博 総務部広報課係長 

総務部総務課係長 笹原 健太郎 総務部総務課 

総務部人事課係長 加藤 由美 人事部人事課係長 

総務部人事課係長 石井 智崇 人事部人事課 

 

伊豆箱根バス株式会社 

１．人事異動（２０１６年４月１日付） 

新 職 名 氏   名 旧 職 名 

小田原営業所所長 

（次長待遇） 
杉山 保徳 

小田原営業所所長 

（課長待遇） 

業務部運行課係長 渡辺 一弘 
三島営業所 

副所長 



営業部乗合課係長 岩崎 勝一 営業部乗合課 

三島営業所 

副所長 
渡辺 淳也 東京総合案内所所長 

自動車工場工場長 神田 元春 
自動車工場 

副工場長 

東京総合案内所所長 石井 洋平 東京総合案内所副所長 

 

伊豆箱根交通株式会社 

１．人事異動（２０１６年４月１日付） 

新 職 名 氏   名 旧 職 名 

営業部次長兼営業課長 長瀬 大高 

伊豆箱根鉄道株式会社 

営業部沿線事業課長 

兼沿線事業所支配人 

業務管理部総務課 

課長補佐（教育担当） 
渡辺 一明 

介護事業所 

副所長 

伊豆箱根タクシー株式会社出向 

長岡営業所長（次長待遇） 
田内 清和 

伊豆箱根鉄道株式会社 

鉄道部運輸課長 

静岡東部地区無線共同配車センター 

所長（課長待遇） 
千脇 康由紀 

沼津営業所長（課長待遇） 

兼伊豆箱根タクシー株式会社出向 

沼津大岡営業所長（課長待遇） 

静岡東部地区無線共同配車センター 

係長 
稲葉 真次 

伊豆箱根鉄道株式会社出向 

十国鋼索線区長 

沼津営業所長 

兼伊豆箱根タクシー株式会社出向 

沼津大岡営業所長 

杉山 久志 熱海営業所長 

熱海営業所長 梶 秀司 

静岡東部地区無線共同配車センター 

所長 

兼伊豆箱根タクシー株式会社出向 

静岡東部地区無線共同配車センター 

所長 

修善寺営業所長 

兼伊豆箱根タクシー株式会社出向 

長岡営業副所長 

杉山 健一 

修善寺営業所長 

兼伊豆箱根タクシー株式会社出向 

長岡営業所長 

小田原営業所係長 

（配車係） 
秋山 利之 

伊豆箱根鉄道株式会社 

沿線事業所 

広告事務所所長（小田原担当） 

兼道了尊売店店長 

 

以  上 


