
 

 

平成２５年３月２６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 

［リビング本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部  

首都圏西ﾘﾋﾞﾝｸﾞ統括部長 
燃料電池事業推進部 燃電技術 GM 岡村 潔 

ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部 

神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ統括部長 
東京ｶﾞｽ都市開発(株)出向 広戸 正之 

営業第二事業部長 (株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 小宮 健司 

営業第二事業部 首都圏住設営業部長 営業第二事業部 中央住設営業部長 石川 俊郎 

営業第二事業部 千葉住設営業部長 営業第二事業部 東部住設営業部長 渡部 穂高 

営業第二事業部 神奈川住設営業部長 営業第二事業部 住設第３GM 原 立文 

営業第三事業部長 商品開発部長 田中 崇 

ｴﾘｱ計画部 西部地域計画部長 群馬支社長 大島  厚 

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 

首都圏東設備技術部長 
稲井  文彦 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏東設備技術部長 

ｴﾘｱ計画部 

西部地域計画部長 
篠 彰浩 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

神奈川設備技術部長 

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 
足立原 啓太 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 一般社団法人日本ｶﾞｽ協会出向 吉岡 朝之 

業務革新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 
ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部 

LIVALIT 構築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 
鴫谷 あゆみ 

東京ｶﾞｽﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 取締役 技術戦略部 技術総務 GM 高山 聡 

東京器工(株) 常務取締役 法人営業企画部長 綿貫 裕之 

(株)ｶﾞｽﾀｰ 取締役 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部  

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ GM 
服部 潔 

(株)ｷｬﾌﾟﾃｨ･ﾗｲﾌﾞﾘｯｸ 常務取締役  管財部長 鶴田 秀夫 

東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ南世田谷(株) 

執行役員  
東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ西武蔵(株)出向 遠藤 秀夫 
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東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ相模原(株)  

取締役副社長 
総務部企画 GM 中島 典夫 

(株)ｷｬﾌﾟﾃｨ 取締役常務執行役員  首都圏東導管事業部 東部導管 NC 所長 細谷 功 

(株)ｷｬﾌﾟﾃｨ 取締役執行役員  
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

集合住宅ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ GM 
野尻 和明 

 

［エネルギーソリューション本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

都市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 児山 靖 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

中央都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部  

東部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
菅野 洋一 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

東部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部 地域営業 GM 
松戸 満香 

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 

法人営業第二 G 
杉山 秀行 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

NGV 事業部 

普及推進 GM 
桜井 輝浩 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 常務取締役 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 松田 明彦 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 常務取締役 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業企画 GM 比護 隆 

(株)立川都市ｾﾝﾀｰ 取締役 (株)ｱｰﾊﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ出向 田中 洋一 

 

［広域圏営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

神奈川支社 川崎支店長 東京ｴﾙｴﾇｼﾞｰﾀﾝｶｰ(株)出向 中村 肇 

神奈川支社 神奈川西支店長 お客さまｻｰﾋﾞｽ部 料金業務管理 GM 中濱 一芳 

群馬支社長 神奈川支社 川崎支店長 皆川 量一 

茨城事業部長 営業第三事業部長 藤本 正之 

広域圏企画部 中央支店長 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

中央都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
小田 利隆 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 常務取締役 東京ｶﾞｽ山梨(株) 常務取締役 増田 智紀 

千葉ｶﾞｽ(株) 常務取締役 導管部 導管渉外 GM 反町 佳生 

筑波学園ｶﾞｽ(株) 取締役 扇島工場 総務部長 伊藤 司 

長野都市ｶﾞｽ(株) 取締役 広域圏営業部 広域営業 GM 松井 順 

東京ｶﾞｽ山梨(株) 常務取締役 営業第三事業部 流通営業第１GM 吉倉 雅人 

 

［導管ネットワーク本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

導管企画部 首都圏西計画推進室長 首都圏西導管事業部 西部導管 NC所長 兵藤 元宣 

導管企画部 神奈川計画推進室長 導管企画部 事業推進 G 平野 央 

導管部長 幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 秋山 隆史 

導管部 中央導管 NC所長 緊急保安部 神奈川 GL24 所長 菜花 健一 

導管部 西部導管 NC所長 首都圏東導管事業部 埼玉導管 NC所長 櫻井 武志 

導管部 東部導管 NC所長 防災・供給部 防災・供給 GM 山本 貞明 

導管部 千葉導管 NC所長 東京ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ(株)出向 佐藤 一朗 

 



導管部 埼玉導管 NC所長 
幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部  

北関東幹線建設事務所長 
今井 朋男 

導管部 神奈川導管 NC 所長 基盤技術部 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ技術 C所長 狩野 浩之 

設備保安部長 
導管部 内管保安 GM  

兼 広域内管 C所長 
大木 勝裕 

緊急保安部長 首都圏西導管事業部長 金子 功 

緊急保安部 東部 GL24 所長 緊急保安部 南部 GL24 所長 菅原 正一 

緊急保安部 神奈川 GL24 所長 緊急保安部 保安統括 G 阿久津 悟 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 東京ｶﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)出向 金澤 悟 

幹線建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

神奈川幹線建設事務所長 
導管部 導管 G 臼井 節 

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 中央導管 NC所長 清水 法雅 

 

［エネルギー生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

根岸工場長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産企画 GM 菅 誠 

扇島工場長 扇島工場 操業部長 小倉 太郎 

生産ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 扇島工場長 玄間 隆之 

 

［資源事業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ﾊﾟﾘ事務所長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部 南部支店長 高橋 容 

ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ事務所長 原料部 LNG 契約 G 榊原 康 

TG ｱﾒﾘｶ 取締役 ﾆｭｰﾖｰｸ事務所長  吉崎 浩司 

 

［技術開発本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

基盤技術部長  生産ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 田辺 修 

 

［ＩＴ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

IT 活用推進部長 根岸工場長 礒村 典秀 

CIS 推進部長 IT 活用推進部 CIS 革新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 齋藤 寛 

 

［サポート部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ｽﾏｴﾈ推進部長 

基盤技術部長 

兼 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部 ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ

推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長 

菱沼 祐一 

経理部長 経理部 決算 GM 秋元 茂樹 

不動産計画部長 一般社団法人日本ｶﾞｽ協会出向 近藤 昌之 

東京ｶﾞｽ用地開発(株) 専務取締役 大規模用地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 丸山 隆司 

東京ｶﾞｽ用地開発(株) 取締役 東京ｶﾞｽﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 取締役 砂田 修一 

 



東京ｶﾞｽ用地開発(株) 取締役 大規模用地ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 
田町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 

荒井 恒多 

(株)ｱｰﾊﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 常務取締役 関連事業部 関連総務 GM 川畑 邦男 

東京ｶﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 執行役員  神奈川導管事業部長 横山 知章 

 

 

２．組織変更 

［リビング本部］ 
① 「中央住設営業部」、「西部住設営業部」、「東部住設営業部」を廃止し、「首都圏住設営業部」 

を新設する。 

② 「法人営業企画部」を廃止する。 

③ 「リビング営業部」、「業務革新プロジェクト部」を新設する。 

 
［広域圏営業本部］ 

① 「千葉支社」、「埼玉支社」、「神奈川支社」、「中央支店」、「西部支店」、「多摩支店」、「東部

支店」、「北部支店」、「横浜支店」、「川崎支店」、「神奈川西支店」を広域営業本部に移管す

る。なお、「南部支店」は「中央支店」に統合する。 

② 「茨城事業部」を新設する。 

 

［導管ネットワーク本部］ 
① 「首都圏西導管事業部」、「首都圏東導管事業部」、「神奈川導管事業部」を廃止する。 
② 「首都圏西計画推進部」、「首都圏東計画推進部」、「神奈川計画推進部」を導管企画部に移

管し、それぞれ「首都圏西計画推進室」、「首都圏東計画推進室」、「神奈川計画推進室」に

名称変更する。 
③ 「南部導管 NC」、「中央導管 NC」、「西部導管 NC」、「多摩導管 NC」、「東部導管 NC」、「千葉導 

管 NC」、「北部導管 NC」、「埼玉導管 NC」、「神奈川導管 NC」、「湘南導管 NC」を導管部に移管 

する。 

④ 「設備保安部」を新設する。「南部内管保安 C」、「西部内管保安 C」、「東部部内管保安 C」、

「北部内管保安 C」、「神奈川内管保安 C」を同部に移管し、「中央設備保安 C」、「西部設備

保安 C」、「東部設備保安 C」、「北部設備保安 C」、「神奈川設備保安 C」に名称変更する。 

⑤ 「南部 GL24」を「中央 GL24」に名称変更する。 

 

［資源事業本部］ 
① 「ニューヨーク事務所」を廃止する。 

  

［技術開発本部］ 

① 「商品開発部」を廃止する。 

 

［ＩＴ本部］ 

① 「ＣＩＳ推進部」を新設する。 

 

 

以 上 


