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役員人事、部長職の人事異動ならびに業務組織の一部変更について 

 
 
 京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：加藤奐）では、本日（６月２７日）開催いた

しました第８７期定時株主総会および取締役会において、下記のとおり役員人事、部長職の人事

異動ならびに業務組織の一部変更を決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 
 

記 
○ 役員人事 
 
発令日：６月２７日 

新職 旧職 継続職 氏名 
▽ 常務取締役 鉄道事業

本部工務部長委嘱   
 常務取締役 鉄道事

業本部長委嘱 
松木 謙吉 

▽ 取締役開発企画部長 
 

（取締役開発推進部長）  狩野 俊昭 

▽ 取締役 （取締役開発企画部長）  林 静男※ 

▽ 取締役  （株）京王百貨店取

締役社長    
山本 敏雄 

▽ 取締役  京王不動産（株）取

締役社長 
鈴木 康 

▽ 取締役  （株）京王エージェ

ンシー取締役社長 
春山 暁 

▽ 監査役  第一生命保険（相）

取締役専務執行役員 
久米 信介 

▽ 退任 （取締役） （株）京王百貨店取

締役会長 
宮田 洋一 

▽ 退任 （取締役） 京王観光（株）取締

役社長 
奥島 博之 

▽ 退任 （監査役）  川嶋 一弘 

※ 林静男は6月24日付で（株）京王百貨店取締役副社長に就任 



○部長人事 
発令日：６月２３日 

新職 旧職 継続職 氏名 
御岳登山鉄道（株）取締役社

長 
（鉄道事業本部 
工務部長） 

 長田 繁 

御岳登山鉄道（株）常務取締

役 
（総合企画本部部長）  江藤 昌次 

 
発令日：６月２４日 

新職 旧職 継続職 氏名 
京王リテールサービス（株）

取締役社長 
（総合企画本部 
 グループ戦略部長） 

 保木 久仁彦 

（株）京王プラザホテル部長 （総合企画本部 
経営企画部部長） 

 中島 一成 

 
発令日：６月２５日 

新職 旧職 継続職 氏名 
京王電鉄バス（株）常務取締

役 
（総務部長）  江波戸 安衛 

京王運輸（株）常務取締役 （監査部課長）  中村 俊之※ 

※中村俊之は6月27日付で部長級昇進 
 
発令日：６月２７日 

新職 旧職 継続職 氏名 
▽ 監査役室部長 （監査役室課長）  串橋 玲 

▽ 総合企画本部 
経営企画部部長 

 （株）京王 IT ソリ

ューションズ取締

役社長 

横野 勝巳 

▽ 総合企画本部 
グループ事業部長 

（京王リテールサービ

ス（株）取締役社長） 
 駒田 一郎 

▽ 総合企画本部 
カード戦略部長 

（京王電鉄バス（株）取

締役） 
 小幡 道宏 

▽ 総合企画本部 
事業推進部部長 

（総合企画本部 
経営企画部課長） 

 林 眞人 

▽ 総務部長 （総合企画本部 
グループ戦略部課長） 

 時津 孝之 
 

▽ 開発推進部長 （（株）京王エージェン

シー常務取締役） 
 松坂 義信 

（株）京王 IT ソリューショ

ンズ常務取締役 
（総合企画本部 
経営企画部課長） 

 福田 淳 

 
（注）▽印は京王電鉄の職名を表す



○業務組織の一部変更 
１．変更の概要 
 

（１） カード戦略部(新設) 

グループのカード戦略機能を強化するため、グループ戦略部のカード担当を独立させ「カ

ード戦略部」を新設する。あわせて、グループ戦略部の名称は「グループ事業部」に変

更する。 
 

（２） 経営企画部、事業推進部 

① 経理部等に分散している内部統制に関する業務を経営企画部に集約し「内部統制担当」

を新設する。 

② 沿線価値向上施策を立案から具現化まで一体的に推進するため、経営企画部の沿線価値

向上チームを事業推進部に移管し、「沿線価値向上担当」を新設する。あわせて、事業推

進部の開発担当、推進担当を統合し「事業開発担当」とする。 

 

（３） リワーク支援センター（新設） 

休職者の職場復帰支援のため、人事部に「リワーク支援センター」を新設する。 
 

（４） 鉄道営業部 

① 情報発信・営業指令機能を強化するため、運転指令を鉄道営業部長直属の組織に変更し、

あわせて「運輸指令所」に名称を変更する。 
② 昨年の京王お客様センター開設やＩＣ乗車券ＰＡＳＭＯが普及したことにより、「管理

センター」を廃止する。 
 
（５） 総務部、法務部 

株式および株主総会に関する業務の効率化を図るため、株式に関する業務を総務部から法

務部へ移管する。 
 

（６） その他 

鉄道営業部運輸指令所の名称変更にあわせ、車両電気部の電力指令を「電力指令所」と

する。 
 



２．変更組織（ は変更部分）

（１）６月２７日付変更

（変更前） 〔変更後〕

計画担当 計画担当

戦略担当 戦略担当

経営企画部 管理担当 経営企画部 管理担当

沿線価値向上チーム 内部統制担当

ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＴ戦略担当 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＴ戦略担当

企画担当

ｸﾞﾙｰﾌﾟ戦略部 事業担当 ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業部

カード担当

カード戦略部

事業推進部 事業推進部

人 事 部 人事担当 人 事 部 人事担当

労務担当 労務担当

厚生担当 厚生担当

自動車事業部門担当 自動車事業部門担当

診療所 リワーク支援センター

京王資料館 診療所

京王クラブ 京王資料館

京王クラブ

管理課 管理課

鉄道営業部 旅客サービス課 鉄道営業部 旅客サービス課

運転課 運転課 乗務区

営業企画課 営業企画課

駅務システム課 駅務システム課

運輸指令所

車両電気部 電力課 車両電気部 電力課

管理センター
京王お客さまセンター

運転指令・乗務区

管理センター
京王お客さまセンター

事業担当

電力指令・電力管理所 電力指令所・電力管理所

開発担当

推進担当

沿線価値向上担当

事業開発担当

企画担当



（２）７月１６日付変更

（変更前） 〔変更後〕

管理課 管理課

鉄道営業部 旅客サービス課 鉄道営業部 旅客サービス課

運転課 乗務区 運転課 乗務区

営業企画課 営業企画課

駅務システム課 駅務システム課

運輸指令所 運輸指令所

以上

管理センター
京王お客さまセンター

京王お客さまセンター
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