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社長 横山　立 代表取締役

役員会 山岡　重男 監査役

安全統括管理者 占部　恵司 取締役部長

本社　事業部

事業所長 石井　隆義 統括　次長

統括運行管理者 石井　隆義 統括　次長

運行管理者 占部　恵司 安全指導部　部長 宮　頼保 営業輸送部　部長 戸田　善之 安全指導部　課長

井上　正明 安全指導部　次長 石井　隆義 統括　次長 神原　利忠 輸送課　課長

山中　健二 営業課　次長 重松　恒暢 安全指導部　課長 杉原　俊光 運行管理課　係長

宮田　雅之 輸送課　係長

運行管理補助者 宮　正樹 岡本　憲明 藤井　優希 橘高　一帆 岡﨑　堅生 中島　直人

林　保孝 内海　祥一 小森　圭祐 石岡　功冴 古川　実 垣内　敏

村上　大輔 高橋　宏矢 下瀬　裕希 湯谷　忠政 馬場　忠彦

表　昌昭 信野　隆 尾熊　宏重 太田　啓資 吉本　健也

吉中　愛津詞 麦田　義介 岡本　敏男 門田　直也

整備管理者 村上　大輔 車両課　課長 高橋　宏矢 車両課　主任 下瀬　裕希 車両課　担当

整備管理補助者 石井　隆義 占部　恵司 宮　頼保 杉原　俊光 山中　健二 井上　正明

重松　恒暢 戸田　善之 神原　利忠 宮田　雅之 湯谷　忠政 馬場　忠彦

宮　正樹 岡本　憲明 藤井　優希 橘高　一帆 岡﨑　堅生 中島　直人

林　保孝 内海　祥一 小森　圭祐 石岡　功冴 古川　実 垣内　敏

表　昌昭 信野　隆 尾熊　宏重 太田　啓資 吉本　健也

吉中　愛津詞 麦田　義介 岡本　敏男 門田　直也

福山支店

事業所長 大西　寿広 支店長

統括運行管理者 大西　寿広 支店長

運行管理者 大西　寿広 支店長 池迫　隆志 運行管理課　担当

清水　秀樹 業務課　課長 南　俊也 LIXILセンター長 楠見　岳之 業務課　係長

川上　洋平 総務課　主任 本田　孝 LIXIL業務課　主任早間　功 総務課　係長

中島　幸太 業務課　主任

惣木　利江 経理課　主任

運行管理補助者 森　絹男 点呼者

整備管理者 大西　寿広 支店長 清水　秀樹 業務課　課長 川上　洋平 総務課　主任

整備管理補助者

広島支店

事業所長 高沖　智彦 支店長

統括運行管理者 高沖　智彦 支店長

運行管理者 高沖　智彦 支店長 森脇　智宜 総務課　次長 須沢　淳一 輸送課　次長

細川　昭雄 運行管理課　課長 石本　雅道 経理課　課長 寳来　典之 運行管理課　係長

運行管理補助者 渡辺　美智夫 夜間 大井　忠義 夜間 吉田　雅樹 総務課　係長

安田　正博 夜間 上岡　悟 業務課　担当

整備管理者 三崎　伸基 車両課　係長

整備管理補助者 高沖　智彦 支店長 森脇　智宜 総務課　次長 須沢　淳一 輸送課　次長

細川　昭雄 運行管理課　課長 石本　雅道 経理課　課長 寳来　典之 運行管理課　係長

吉田　雅樹 総務課　係長 大井　忠義 夜間 渡辺　美智夫 夜間

上岡　悟 業務課　担当 安田　正博 夜間

安全管理組織図　（別表）



大野営業所

事業所長 山本　靖夫 営業所長

統括運行管理者 山本　靖夫 営業所長

運行管理者 山本　靖夫　 営業所長 洲澤　健次 車両課　主任

運行管理補助者 鐘ヶ江　和也 業務課　主任

整備管理者 洲澤　健次 車両課　主任

整備管理補助者 山本　靖夫 営業所長 鐘ヶ江　和也 業務課　主任

東広島営業所

事業所長 岡本　秀樹 営業所長

運行管理者 岡本　秀樹 営業所長 高橋　勝明 営業課　課長代理木村　太一 輸送課　主任

運行管理補助者

整備管理者 岡本　秀樹 営業所長

整備管理補助者 高橋　勝明 営業課　課長代理木村　太一 輸送課　主任

島根支店

事業所長 世佐木　清弘 支店長

統括運行管理者 世佐木　清弘 支店長

運行管理者 世佐木　清弘 支店長 荒田　洋 営業課　係長 高山浩司 運行管理課　主任

福間　正樹 総務課　係長

運行管理補助者 川本　樹奈 業務課　担当 野田　聡 輸送課　担当 瀧　登 夜間

濱崎　薫 輸送課　担当 寺本　結貴 車両課　主任 中林　和憲 夜間

糸原　千春 センター長

整備管理者 寺本　結貴 車両課　主任

整備管理補助者 世佐木　清弘 支店長 荒田　洋 営業課　係長 野田　聡 夜間

福間　正樹 総務課　係長 高山　浩司 運行管理課　主任 糸原　千春 センター長

三次営業所

事業所長 富貞　亨 営業所長

統括運行管理者 富貞　亨 営業所長

運行管理者 富貞　亨 営業所長 山崎　剛史 車両課　係長

運行管理補助者 小林　嵩治 業務課　担当 赤羽　 里美 総務課　担当

赤羽　 登 夜間 赤羽　久美子 夜間

整備管理者 山崎　剛史 車両課　係長

整備管理補助者 富貞　亨 営業所長 小林　嵩治 業務課　担当 赤羽　 里美 総務課　担当

赤羽　 登 夜間 赤羽　久美子 夜間

山口支店

事業所長 石田　博之 支店長

統括運行管理者 石田　博之 支店長

運行管理者 石田　博之 支店長 蔵永　真吾 運行管理　次長 江山　智之 車両課　課長

山田　洋平 営業課　課長

運行管理補助者 相良　道則 夜間・休日 平嶋　秀一 夜間・休日 原川　鳴見 夜間・休日

整備管理者 江山　智之 輸送課　課長

整備管理補助者 蔵永　真吾 運行管理　次長 山田　洋平 営業課　課長

相良　道則 夜間・休日 平嶋　秀一 夜間・休日 原川　鳴見 夜間・休日


