
 

       
ASAHI TANKER CO., LTD. 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-2-2 日比谷ダイビル 3F 
電話: 03-3508-1631  ファックス : 03-3508-9077 

2020 年 3 月 16 日 
各位 

会 社 名 旭 タ ン カ ー 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 中井 和則 

 
役員及び部長人事に関するお知らせ 

 
当社は、取締役会において、4 月 1 日付の役員及び部長人事を下記の通り決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 
 

記 
 
1．4 月 1 日付取締役及び執行役員並びに部長の異動 
（1）取締役の管掌変更 

氏名 新役職名・管掌 現役職名・管掌 
坂本 公平 代表取締役専務取締役 

管掌：総務部（総務部担当執行役員兼

務）、内航部門 
（人事制度改革、内航船主/ 
船員対策特任） 

代表取締役専務取締役 
管掌：総務部、内航部門、外航部 

春山 茂一 常務取締役 
管掌：船員部（船員部担当執行役員兼

務）、船舶環境安全部 
船舶安全管理組織改革委員会

委員長 

常務取締役 
管掌：船舶安全管理組織改革委員会 

委員長 

古賀 令二 常務取締役 
船舶管理会社対策特任 
船舶安全管理組織改革委員会委員 

常務取締役 
管掌：安全管理部、船舶部 

 
（2）執行役員の異動 
①新任 

氏名 新役職名 現役職名 
坂本  公平 執行役員 

総務部担当 
― 

春山 茂一 執行役員 
船員部担当 

― 

  
 



 

氏名 新役職名 現役職名 
岸 和宏 執行役員 

船舶環境安全部担当 
安全管理部長 

井澤 純 執行役員 
内航部門担当 

内航営業部長 

②昇任 
氏名 新役職名 現役職名 

酒出 秀介 上席執行役員 
海外事業部担当 

執行役員 
外航部長 

  ③管掌変更 
氏名 新役職名 現役職名 

戎谷 正志 執行役員 
内部監査室長 

執行役員 
総務部長 

前川 秀樹 執行役員 
社長特任事項担当 

執行役員 
安全管理部・船舶部担当 

④退任 
氏名 新役職名 現役職名 

利根 武夫 顧問 上席執行役員 
内航部門担当 

松永 吉弘 顧問 執行役員 
内部監査室長 

 
（3）部長人事 

氏名 新役職名 現役職名 
市川 武義 経営企画部長 

 
経営企画部 副部長 
兼 EV 船プロジェクトチームリーダ

ー 
飯田 俊介

  
総務部長 
兼 総務人事チームリーダー 

総務部 総務人事チームリーダー 

石貫 東洋 船員部長 船長 
岸 和宏 船舶環境安全部長 安全管理部長 
濵野 寛明 海外事業部長 

兼 営業・運航チームリーダー 
外航部 原油・製品船チームリーダー 

小林 英樹 内航営業部長 
兼 営業チームリーダー 
兼 潤滑油・特殊船チームリーダー 
兼 経営企画部 EV 船プロジェクトチ

ーム 

内航営業部 潤滑油・特殊船チーム 

リーダー 

 



 

氏名 新役職名 現役職名 
中岸 徹 内航運航部長 

兼 内航統括チームリーダー 
兼 経営企画部 EV 船プロジェクトチ

ーム 

内航運航部 配船チームリーダー 

山下 隆男 海外事業部 欧州事務所長 外航部 ケミカル船チームリーダー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

※ご参考  
4 月 1 日以降の新体制 

① 取締役 
役職名 氏名 管掌 

代表取締役社長 中井 和則  

代表取締役 

専務取締役 

坂本 公平 社長補佐、総務部担当執行役員兼務、内航部門管

掌 

人事制度改革、内航船主/船員対策特任 

常務取締役 春山 茂一 船員部担当執行役員兼務、船舶環境安全部管掌 

船舶安全管理組織改革委員会委員長 

常務取締役 古賀 令二 船舶管理会社対策特任 

船舶安全管理組織改革委員会委員 

取締役（社外） 佐々 明  

取締役（社外） 田上 悟  

 
② 監査役 

役職名 氏名 
常勤監査役 関 好之 
監査役（社外） 森 荘太郎 
監査役（社外） 森 雅士 

 
③ 執行役員 

役職名 氏名 業務分担・職位委譲 
社長執行役員 中井 和則  

上席執行役員 松浦 太郎 経営企画部担当 

上席執行役員 服部 建介 経理部担当 

上席執行役員 酒出 秀介 海外事業部担当 

執行役員 坂本 公平 総務部担当   

執行役員 春山 茂一 船員部担当 

執行役員 戎谷 正志 内部監査室長 

執行役員 前川 秀樹 社長特任事項担当 

執行役員 岸 和宏 船舶環境安全部長 

船舶安全管理組織改革委員会委員 

執行役員 井澤 純 内航部門担当 

 

 

 

 

 



 

④ 部長・支店長・室長 

役職名 氏名 

経営企画部長 市川 武義 

経理部長 伊藤 好郎 

総務部長 飯田 俊介 

船員部長 石貫 東洋 

船舶環境安全部長 岸 和宏 

海外事業部長 濵野 寛明 

内航営業部長 小林 英樹 

内航運航部長 中岸 徹 

大阪支店長 竹中 英央 

名古屋出張所長 宮城 剛 

内部監査室長 戎谷 正志 

欧州事務所長 山下 隆男 

シンガポール事務所長 高橋 正明 

    
   


