
 

 

平成２２年３月２５日 

 

人事異動等について（部長級） 

 

東京ガス株式会社 

広     報     部 

 

東京ガス株式会社は、４月１日付で下記のとおり人事異動および組織変更を行いますので  

お知らせいたします。 

  

G＝ｸﾞﾙｰﾌﾟ、GM＝ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ、C＝ｾﾝﾀｰ、NC＝ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ、GL24＝ｶﾞｽﾗｲﾄ 24 の略。現職の   

本部名称は省略。 

 

１．人事異動 

［ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾈﾙｷﾞｰ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

西支社長 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 原 文比古 

西支社 西部営業計画部長 協力企業ｻﾎﾟｰﾄ部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業企画 GM 皆川 達巳 

東支社 東部支店長 人事部 人事 G 伊藤 信 

東支社 千葉支店長 東京ｶﾞｽ山梨(株)出向 中村 光伸 

東支社 東部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 東支社 東部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部 緑川 修一 

北支社長 人事部長 田中 宏昌 

北支社 北部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 お客さま保安部 機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ GM 炭田 和宏 

神奈川支社 川崎支店長 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ開発 GM 皆川 量一 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 

神奈川お客さま C所長 
神奈川支社 神奈川営業計画部 石井 章夫 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 料金 C長 (株)ﾃｨｰｼﾞｰ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ出向 中濱 一芳 

お客さま保安部長 神奈川導管事業部長 山根 光顕 

お客さま保安部 ｽﾃｰｼｮﾝ 24 所長 総合企画部 ｴﾈﾙｷﾞｰ・技術 G 片山 敬一 

ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部長 協力企業ｻﾎﾟｰﾄ部長 高松 勝 

燃料電池事業推進部長 お客さま保安部長 小林 裕明 

(株)ｶﾞｽﾀｰ 専務取締役 西支社長 吉田 正 

 

［ﾘﾋﾞﾝｸﾞ法人営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

営業第二事業部長 

兼 (株)ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 代表取

締役社長 

北支社長 池田 俊雄 

営業第二事業部 神奈川住設営業部長
営業第二事業部 

ﾏｲﾎｰﾑ発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 
古後 康之 

営業第三事業部長 商品開発部長 藤本 正之 

ｴﾘｱ計画部 西部地域計画部長 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏西設備技術部長 
篠 彰浩 
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ｴﾘｱ計画部 北部地域計画部長 営業第一事業部 公共営業 GM 高世 厚史 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏西設備技術部長 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 品質保証室長 足立原 啓太 

法人営業企画部長 設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 営業総務 GM 綿貫 裕之 

(株)東日本住宅評価ｾﾝﾀｰ 取締役社長 東京ｶﾞｽﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株)出向 佐藤 章 

(株)ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 常務取締役 東京ｶﾞｽ・ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ(株)出向 山本 重行 

(株)ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 取締役 営業第三事業部 流通営業第１GM 中田 幸昌 

 

［ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ本部副本部長 

兼 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 
(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 田邊 義博 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

千葉都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 公益営業 G 佐藤 勝美 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

西部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

千葉都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
小中野 誠 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 (株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 高柳 雅己 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

中央産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

東部産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
井上 郁夫 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

東部産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

中央産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
長島 伸吾 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

北部産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川西産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
滝田 久芳 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川西産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川東産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部 
相原 隆士 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 専務取締役 千葉支店長 山下 俊二郎 
(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 取締役 熊谷支社長 中島 靖夫 
(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 取締役 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 法人営業第１GM 児山 靖 
(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 取締役 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 産業営業 GM 小宮 健司 

 

［広域圏営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

群馬支社長 宇都宮支社 副支社長 大島 厚 

熊谷支社長 広域圏企画部 広域総務 GM 稲森 哲郎 

宇都宮支社長 (社)日本ｶﾞｽ協会出向 高橋 俊行 

千葉ｶﾞｽ(株) 代表取締役社長 宇都宮支社長 田辺 勇治 

東京ｶﾞｽ山梨(株) 常務取締役 営業第二事業部 住設第１GM 増田 智紀 

 

［導管ﾈｯﾄﾜｰｸ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

首都圏西導管事業部長 神奈川導管事業部 神奈川導管 NC所長 金子 功 

首都圏西導管事業部  

西部導管 NC 所長 

首都圏東導管事業部 

埼玉導管 NC 所長 
兵藤 元宣 

首都圏西導管事業部 

多摩導管 NC 所長 
東京ｶﾞｽ山梨(株)出向 名取 雅樹 



首都圏東導管事業部 計画推進部長 導管企画部 戦略企画 G 打矢 二郎 

首都圏東導管事業部 

東部導管 NC 所長 
人事部 人材開発室長 細谷 功 

首都圏東導管事業部 

千葉導管 NC 所長 
緊急保安部 中央 GL24 所長 斎藤 良次 

首都圏東導管事業部 

埼玉導管 NC 所長 
首都圏東導管事業部 計画推進部 櫻井 武志 

神奈川導管事業部長 首都圏西導管事業部長 横山 知章 

神奈川導管事業部 

神奈川導管 NC 所長 
(社)日本ｶﾞｽ協会出向 渡辺 尚志 

導管企画部 導管研修 C所長 首都圏西導管事業部 西部導管 NC所長 川島 健 

導管部 広域導管 C所長 

兼 導管 GM 

 兼 新 BNSR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

東関東幹線建設事務所長 
瀧川 浩 

緊急保安部 中央 GL24 所長 首都圏西導管事業部 南部導管 NC 須藤 正樹 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

中央幹線建設事務所長 

兼 神奈川幹線建設事務所長 

 兼 幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

群馬幹線建設事務所長 
鹿沼 正広 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

東関東幹線建設事務所長 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

東関東幹線建設事務所 
臼井 節 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

埼東幹線建設事務所長 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

埼東幹線建設事務所 
越智 実 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

北関東幹線建設事務所長 

首都圏西導管事業部 

多摩導管 NC 所長 
今井 朋男 

 

［ｴﾈﾙｷﾞｰ生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

根岸工場長 導管企画部 託送ｻｰﾋﾞｽ GM 礒村 典秀 

袖ヶ浦工場 操業部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産企画 GM 棚沢 聡 

扇島工場 総務部長 IR 部 IR 室長 伊藤 司 

 

［資源事業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

海外事業部 ﾆｭｰﾖｰｸ事務所長 生産ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 生産技術推進 G 白川 裕 

海外事業部 ﾊﾟﾘ事務所長 海外事業部 ﾊﾟﾘ事務所 副所長 藤崎 亘 

 

［技術開発本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

基盤技術部 技術研究所長 基盤技術部 ﾎﾛﾆｯｸｴﾈﾙｷﾞｰ GM 徳本 勉 

基盤技術部 ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ技術 C所長 基盤技術部 ﾎﾛﾆｯｸｴﾈﾙｷﾞｰ G 進士 誉夫 

商品開発部長 技術戦略部 技術戦略 GM 田中 崇 

 

 

 



［サポート部］ 

新 職 現 職 氏 名 

IR 部 IR 室長 (株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 佐近 真 

人事部長 資材部長 傳 清忠 

人事部 人材ﾊﾞﾝｸ室長 東京ｶﾞｽ・ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ(株)出向 岡田 哲郎 

人事部 安全・健康福利室長 人事部 安全・健康福利室 中山 剛 

人事部 人材開発室長 (株)ﾃｨｰｼﾞｰ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ出向 遠藤 陽 

資材部長 資材部 資材 GM 五領田 周司 

管財部長 (株)ｶﾞｽﾀｰ出向 鶴田 秀夫 

大規模用地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 管財部長 丸山 隆司 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 導管部 導管渉外 GM 早川 一郎 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 

代表取締役社長 

(株)東日本住宅評価ｾﾝﾀｰ 

代表取締役社長 
浜渦 昭男 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 取締役 川崎支店長 小林 洋武 

東京ｶﾞｽﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 人事部 人材ﾊﾞﾝｸ室長 西尾 明 

(株)ｱｰﾊﾞﾝ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 常務取締役 営業第三事業部長 中村 龍太郎 

東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 取締役 根岸工場長 安部 光一 
東京酸素窒素(株) 取締役 人事部 安全・健康福利室長 松田 慶紀 

東京ｶﾞｽ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

取締役常務執行役員 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 松本 隆 

 

２．組織変更 

［リビングエネルギー本部］ 
①「燃料電池事業推進部」を新設する。 
②協力企業サポート部を「ライフバル推進部」に名称変更する。 

 
［リビング法人営業本部］ 
①「法人営業企画部」を新設する。 
②設備エンジニアリング事業部の「品質保証室」を廃止する。 

 
［導管ネットワーク本部］ 
①導管企画部に「導管研修センター」を新設する。 

 ②幹線建設プロジェクト部に「北関東幹線建設事務所」を新設する。 
 ③幹線建設プロジェクト部の「群馬幹線建設事務所」を廃止する。 
 
［技術開発本部］ 
 ①基盤技術部のホロニックエネルギーグループを「スマートエネルギー技術センター」に名称

変更する。 
以 上 


