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代表取締役の異動等に関するお知らせ 

 

当社は平成２９年２月２８日開催の取締役会において、平成２９年４月１日付をもって

下記のとおり代表取締役の異動と役員人事を行う旨決定いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

１．代表取締役の異動（４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

北林 勇一 
代表取締役 副社長 

（経営企画部担当） 

代表取締役 専務執行役員 

（経営企画部・設備部担当） 

 

２．その他役員の異動（４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

菊池  謙 取締役 
取締役 専務執行役員 

海外事業本部長 委嘱 

松島  茂 
取締役 専務執行役員 

（総務部・資材部担当） 

取締役 常務執行役員 

（総務部・環境事業部担当） 

不死原 正文 
取締役 専務執行役員 

セメント事業本部長 委嘱 

取締役 常務執行役員 

セメント事業本部長 委嘱 

西村 俊英 取締役 

取締役 常務執行役員 

（資材部・建材事業部・事業企画

管理部担当） 

安藤 國弘 

取締役 常務執行役員 

（鉱業部・資源事業部・環境事業

部担当） 

取締役 常務執行役員 

（生産部・鉱業部・資源事業部担

当） 

江上 一郎 
取締役 常務執行役員 

海外事業本部長 委嘱 

取締役 常務執行役員 

海外事業本部 副本部長 委嘱 

相良 安廣 顧問 
執行役員 

設備部長 委嘱 

坂本 知也 
常務執行役員 

（生産部・設備部担当） 

執行役員 

生産部長 委嘱 

   



 

 

   

氏 名 異動後 異動前 

服原 克英 

常務執行役員 

（建材事業部・事業企画管理部 

担当） 

執行役員 

経営企画部長 委嘱 

木伏 正克 

顧問 

㈱浅野保険代理部 顧問 

（同社総会後、社長就任予定） 

執行役員 

関西四国支店長 委嘱 

上野山 佳志 
執行役員 

生産部長 委嘱 

執行役員 

上磯工場長 委嘱 

 

３．新任執行役員（４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

中野 幸正 
執行役員 

九州支店長 委嘱 
九州支店長 

深川 勝義 

執行役員 

秦皇島浅野水泥有限公司 

総経理 

秦皇島浅野水泥有限公司 

総経理 

田浦 良文 
執行役員 

海外事業本部 営業部長 委嘱 
海外事業本部 営業部長 

 

４．その他事業所長の異動（４月１日付） 

氏 名 異動後 異動前 

高橋 真樹 経営企画部長 
中部北陸支店 副支店長 兼 

同支店 北陸セメント営業部長 

尾崎 康弘 
太平洋マテリアル㈱ 顧問 

(同社総会後、監査役就任予定) 

監査部長 

 

寿恵村 哲哉 監査部長 
監査部 副部長 兼 

同部 監査グループリーダー 

吉岡 勇治 
東京たまエコセメント㈱ 顧問 

（同社総会後、社長就任予定） 

知的財産部長 

 

稲田 豊 知的財産部長 
中央研究所 

業務グループリーダー 

中山 典昭 東海運㈱ 出向 セメント事業本部 管理部長 

山本 学 セメント事業本部 管理部長 
経営企画部 

経営企画グループリーダー 

日高 幸史郎 
設備部長 兼 

海外事業本部 技術部長 
大船渡工場長 

黒瀬 雅弘 埼玉工場長 海外事業本部 技術部長 

高木 功 上磯工場長 埼玉工場長 

伊沢 良仁 大船渡工場長 
ギソンセメント 

コーポレーション 出向 

 

 



 

 

   

   

氏 名 異動後 異動前 

友近 正憲 
太平洋エンジニアリング㈱出

向 
藤原工場長 

牛木 保司 藤原工場長 熊谷工場長 

北村 晃成 熊谷工場長 
生産部 副部長 兼 同部 

生産管理グループリーダー 

山口 博司 

秩父コンクリート工業㈱ 顧

問 

（同社総会後、社長就任予定） 

北海道支店長 

松原 浩明 北海道支店長 
関西四国支店 副支店長 兼 

同支店 四国セメント営業部長 

岡本 高明 
東北太平洋生コン㈱ 顧問 

（同社総会後、社長就任予定） 
中部北陸支店長 

諸角 富美男 中部北陸支店長 

資源事業部 副部長 兼 

同部 土壌ソリューション 

グループリーダー 

吉良 尚之 関西四国支店長 中国支店 セメント営業部長 

 

 

５．退任予定取締役（６月下旬株主総会後） 

菊池  謙  顧問就任予定 

西村 俊英  常勤監査役就任予定 

 

６．退任予定執行役員（３月３１日付） 

相良 安廣  顧問就任予定 

木伏 正克  顧問就任予定 

 

７．新任取締役候補（６月下旬株主総会後） 

坂本 知也 

服原 克英 

 

８．辞任予定常勤監査役（６月下旬株主総会後） 

石井 恒二  顧問就任予定 

 

９．新任常勤監査役候補（６月下旬株主総会後） 

西村 俊英 
 

 


