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平成 29年 3月 24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 

［原料・生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部長 NGV事業部長 兼 大口ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長代理 小倉 太郎 

扇島 LNG基地所長 ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術企画 GM 安田 勇 

 

［導管ネットワーク本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

導管企画部長 広域営業部長 牧   毅 

防災・供給部長 神奈川導管事業部長 今井 朋男 

内管設備部長 導管企画部 導管技術 GM 小栁 章 

内管設備部 

首都圏西内管設備技術部長 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

神奈川設備技術部長 
灰野 和成 

内管設備部 

首都圏東内管設備技術部長 
神奈川導管事業部 神奈川 GL24所長 七海 広明 

内管設備部 

神奈川内管設備技術部長 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 設備工事 GM 相河 淳一郎 

需要開拓部 中央東部需要開拓部長 東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 豊岡 浩史 

中央導管事業部 中央計画推進部長 人事部 人事 G 中村 宗之 

中央導管事業部 中央導管 NC所長 西部導管事業部 西部設備保安 C所長 伊藤 博 

中央導管事業部 南部導管 NC所長 一般社団法人 日本ｶﾞｽ協会 細川 直行 

中央導管事業部 

中央設備保安 C所長 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏西設備技術部 
山田 道明 

西部導管事業部 西部計画推進部長 
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 
篠   彰浩 

西部導管事業部 西部導管 NC所長 東京ｶﾞｽ山梨(株) 谷田部 洋 

西部導管事業部 

西部設備保安 C所長 
緊急保安部 保安統括 G 水上 清二 

東部導管事業部 東部 GL24 所長 東京ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ(株) 取締役 會津 健司 

北部導管事業部 北部 GL24 所長 西部導管事業部 西部導管 NC 小野 牧夫 

神奈川導管事業部長 基盤技術部 ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑ研究開発 C所長 若狭 匡輔 

神奈川導管事業部 

神奈川設備保安 C所長 
中央導管事業部 中央設備保安 C所長 山田 岳 
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神奈川導管事業部 神奈川 GL24所長 神奈川導管事業部 神奈川設備保安 C所長 足立原 啓太 

東京ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ(株) 取締役 導管部 導管工事 G 飯村 博忠 

 

［リビングサービス本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業計画部長 ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部 経営支援 GM 奥村 栄吾 

お客さま保安部長 設備保安部 設備保安 GM 松本 俊一 

営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長 お客さま保安部 機器保安 GM 伊藤 康一郎 

営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏西ﾘﾋﾞﾝｸﾞ設備部長 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 設備工事 G 鎌田 寛人 

営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏東ﾘﾋﾞﾝｸﾞ設備部長 
営業第一事業部長付 安藤 徹 

営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ設備部長 
営業第二事業部 首都圏住設営業部長 鈴木 好之 

ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部長 佐倉支社長 吉村 恒 

ｴﾈﾙｷﾞｰ提案推進部長 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長代理 

兼 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ企画 GM 
堀江 整 

営業第二事業部 

首都圏住設営業部長 

営業第二事業部 

神奈川住設営業部長 
渡部 穂高 

営業第二事業部 

神奈川住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ総務 G 三浦 康太郎 

東京ｶﾞｽﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 

常務取締役 
監査部長 森  正樹 

東京ｶﾞｽﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 取締役 お客さまｻｰﾋﾞｽ部 料金業務管理 GM 大薗 慶太郎 

東京ｶﾞｽﾘｰｽ(株) 取締役 東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株)  相沢 正人 

(株)ｷｬﾌﾟﾃｨ 取締役常務執行役員 幹線建設部長 岸野  洋也 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

取締役 執行役員 
ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部 営業支援 GM 北岡 靖祐 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

取締役 執行役員 
お客さま保安部 ﾎｰﾑﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ C所長 新居田 文男 

 

［エネルギーソリューション本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 原料部 原料調達第二 GM 南  琢 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部長 玄間 隆之 

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 

産業営業 G 
青木 崇文 

NGV事業部長 CIS推進部長 齋藤 寛 

 

［地域本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

地域企画部 北部支店長 地域企画部 地域企画 G 宮原 裕二 

千葉支社長 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 西形 進也 

埼玉支社長 ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部長 阿久根 謙司 
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佐倉支社長 東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 桜井 誠 

つくば支社長 茨城事業部 尾形 和彦 

広域営業部長 地域企画部 地域総務 GM 辻  英人 

松栄ｶﾞｽ(株) 取締役 監査部 会計監査 GM 柴﨑 恭一 

長野都市ｶﾞｽ(株) 常務取締役 埼玉支社長 山内 真輝 

長野都市ｶﾞｽ(株) 取締役 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 商品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ GM 池田 顕 

長野都市ｶﾞｽ(株) 取締役 一般社団法人 低炭素投資促進機構 坂倉 淳 

 

［電力本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

電力事業部長 扇島 LNG基地所長 棚沢 聡 

電力ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部長 電力事業計画部長 佐藤 裕史 

 

［海外本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

海外事業企画部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産管理 GM 犬飼 朗 

海外事業企画部 ｼﾞｬｶﾙﾀ事務所長 一般社団法人 日本ｶﾞｽ協会 松本 幹雄 

東京ｶﾞｽｱｼﾞｱ社 取締役副社長 

兼 海外事業企画部 ﾊﾉｲ事務所長 
海外事業部長 中村 恒 

海外事業企画部 ﾎｰﾁﾐﾝ事務所長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産管理 G 小林 裕司 

海外事業企画部 ﾏﾆﾗ事務所長 総合企画部 経営計画 G 中上 英尋 

 

［ＩＴ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長 基盤技術部長 門 正之 

東京ｶﾞｽ i ﾈｯﾄ(株) 

取締役専務執行役員 
資材部長 小池 俊一 

 

［技術本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

技術企画部長 
営業第二事業部長代理 

兼 営業第二事業部 住設第 1GM 
高世 厚史 

基盤技術部長 基盤技術部 基礎技術研究所長 西崎 邦博 

 

［部］ 

新 職 現 職 氏 名 

財務部長 
総合企画部長代理 

兼 総合企画部 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ構築 GM 
小川 慎介 

人事部長 海外事業部 海外事業管理 GM 遠藤 陽 

資材部長 東京ｶﾞｽ山梨(株) 代表取締役社長 高嶋 英一 

環境部長 お客さま保安部長 小林 勝彦 

監査部長 
ｶﾞｽ自由化対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

ｶﾞｽ自由化対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ GM 
中田 智雄 

東京ｶﾞｽｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 千葉支社長 東郷 康次郎 
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［東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)］ 

新 職 現 職 氏 名 

東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 

取締役専務執行役員 
人事部長 長谷部 圭一 

東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 

取締役常務執行役員 
海外事業部 ｼﾞｬｶﾙﾀ事務所長 中尾 孝 

 

［東京ガスリキッドホールディングス (株)］ 

新 職 現 職 氏 名 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 

取締役常務執行役員 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長 浦上 洋一 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 

取締役常務執行役員 
東京ｶﾞｽﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)取締役 村松 洋光 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 執行役員 東京ｶﾞｽﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株)常務取締役 岡田 哲郎 

 

［東京ガス不動産ホールディングス (株)］ 

新 職 現 職 氏 名 

東京ｶﾞｽ不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 

取締役 
不動産計画部 不動産企画 GM 荒  正仁 

東京ｶﾞｽ不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 

取締役 
不動産計画部 不動産総務 GM 福尾 知永 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 取締役 営業第一事業部 公共営業 GM 新谷 幸司 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 取締役 不動産計画部 開発推進 GM 柴田 理 

 

２．組織変更 

（１）部門（本部・部・室）の新設 

部門名称 主な機能 

原料・生産本部 原料の調達・輸送および LNG基地・発電所の運営 

電力本部 電力事業における戦略策定および事業推進 

海外本部 海外事業における戦略策定および事業推進 

技術本部 当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの技術戦略の策定および推進 

 

（２）部門（本部・部・室）の名称変更 

新名称 旧名称 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ本部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ本部 

 

（３）部門（本部・部・室）の廃止 

部門名称 主な機能移管先 

ｴﾈﾙｷﾞｰ生産本部 原料・生産本部 

資源・海外本部 原料・生産本部および海外本部 

不動産計画部 東京ｶﾞｽ不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）および総務部 

電力事業計画部 電力本部 

基盤技術部 技術本部 

ｶﾞｽ自由化対応ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 総合企画部 
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（４）部門内部格の新設 

部門名称 主な機能 

内管設備部 内管工事業務の推進 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 家庭用市場における当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ内各組織の位置付け・役割

の再整理、新たなﾌｫｰﾒｰｼｮﾝの検討・実行、新規事業の企画・

開発 

営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 お湯工事・機器設置関連業務の推進 

海外事業企画部 海外事業に関する基本政策の企画等 

海外事業推進部 海外事業の新規開発および推進 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 先進的ﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術を用いた業務革新提言や新たな事業提

案、また、WEB ｼｽﾃﾑ等の機動的な開発・実装 

技術企画部 技術戦略の立案および技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの活用 

基盤技術部 基礎技術・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ・ｽﾏｰﾄｼｽﾃﾑの研究等 

 

（５）部門内部格の名称変更 

新名称 旧名称 

需要開拓部 ｴﾘｱ計画部 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ推進部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

 

（６）部門内部格の廃止 

部門名称 主な機能移管先 

暮らしｻｰﾋﾞｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

幹線建設部 防災・供給部 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 営業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部および内管設備部 

大口ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 ― 

海外事業部 海外本部 

業務改革検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ＩＴ本部 

 

以 上 


