
36 37

取締役・監査役

取締役会長　市野紀生
生年   昭和16年
昭和 39年 3月 早稲田大学 法学部卒業
昭和 39年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 2年 7月 同 営業計画部営業総務グループ総括
平成 3年 7月 同 北部事業本部副本部長
平成 5年 6月 同 文書部担当取締役付
平成 8年 6月 同 取締役総合企画部長
平成 10年 6月 同 常務取締役事業開発本部長
平成 12年 6月 同 代表取締役専務取締役事業開発本部長
平成 13年 6月 同 代表取締役専務取締役 
平成 14年 6月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   コーポレートコミュニケーション本部長、
   監査部担当
平成 14年 11月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   コーポレートコミュニケーション本部長、
   監査部、コンプライアンス部担当
平成15年  6月 同 代表取締役社長兼社長執行役員
平成18年  4月 同 取締役副会長
平成19年  4月 同 取締役会長

代表取締役副社長　岡本　毅
生年   昭和22年
昭和 45年 3月 一橋大学経済学部卒業
昭和 45年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 6年 7月 同 原料部部長代理原料調査開発
   グループマネージャー
平成 8年 6月 同 北部事業本部計画部長
平成 9年 6月 同 北部事業本部副本部長
平成 10年 6月 同 文書部長
平成 11年 6月 同 総務部担当取締役付
   〔社団法人日本ガス協会業務部長〕
平成 14年 6月 同 執行役員 企画本部総合企画部長
平成 16年 4月 同 常務執行役員 企画本部長
平成 16年 6月 同 取締役常務執行役員 企画本部長
平成 18年 4月 同 取締役常務執行役員 コーポレート
   コミュニケーション本部長､
   コンプライアンス部、監査部担当
平成 19年 4月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   人事部、秘書部、総務部、
   コンプライアンス部、監査部担当

取締役　村木　茂
生年   昭和24年
昭和 47年 3月 東京大学工学部卒業
昭和 47年 7月 東京ガス株式会社入社
平成 9年 7月 同 原料部原料調査開発
   グループマネージャー
平成 12年 6月 同 原料部長
平成 14年 6月 同 執行役員 企画本部原料部長
平成 16年 4月 同 常務執行役員 R&D本部長
平成 18年 4月 同 常務執行役員 技術開発本部長
平成 19年 4月 同 常務執行役員
   エネルギーソリューション本部長
   エネルギーソリューション本部
   大口エネルギー事業部長
平成 19年 6月 同 取締役 常務執行役員
   エネルギーソリューション本部長
   エネルギーソリューション本部
   大口エネルギー事業部長

社外取締役　本田勝彦
現職   日本たばこ産業株式会社
   取締役相談役
生年   昭和17年
昭和 40年 3月 東京大学法学部卒業
昭和 40年 4月 日本専売公社入社
平成  4年 6月 日本たばこ産業株式会社 取締役
平成  6年 6月 同 常務取締役
平成 8年 6月 同 専務取締役
平成 10年 6月 同 代表取締役副社長
平成 12年 6月 同 代表取締役社長
平成 18年 6月 同 取締役相談役
平成 19年 6月 東京ガス株式会社 取締役

代表取締役社長　鳥原光憲
生年   昭和18年
昭和 42年 3月 東京大学 経済学部卒業
昭和 42年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 4年 7月 同 総合企画部経営企画
   グループマネージャー
平成 5年 8月 同 神奈川事業本部計画部長
平成 6年 6月 同 神奈川事業本部副本部長
平成 8年 6月 同 原料部長
平成 10年 6月 同 取締役 原料部長
平成 12年 6月 同 常務取締役
平成 14年 6月 同 取締役兼常務執行役員 企画本部長
平成 15年 6月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   企画本部長、監査部、コンプライアンス部担当
平成 16年 4月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   コーポレート･コミュニケーション
   本部長、コンプライアンス部担当
平成18年  4月 同 代表取締役社長兼社長執行役員

取締役　杉山昌樹
生年   昭和22年
昭和 45年 3月 北海道大学工学部卒業
昭和 45年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 7年 7月 同 生産部生産グループマネージャー
平成 8年 6月 同 事業開発本部事業企画部
平成 12年 6月 同 生産本部生産部長
平成 14年 6月 同 執行役員 導管・保安本部導管部長
平成 16年 4月 同 常務執行役員 
   導管ネットワーク本部長、導管企画部長
平成 18年 6月 同 取締役常務執行役員 
   導管ネットワーク本部長
平成 19年 4月 同 取締役常務執行役員 
   技術開発本部長
平成 20年 4月 同 取締役常務執行役員 
   技術開発本部長、IT本部長

取締役　蟹沢俊行
生年   昭和23年
昭和 47年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業
昭和 47年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 9年 7月 同 神奈川事業本部
   リビング営業部長
平成 11年 6月 同 事業開発本部事業企画部
平成 13年 6月 同 関連事業本部関連事業企画部
平成 15年 6月 同 執行役員 お客さまサービス本部
   サービス企画部長
平成 16年 4月 同 執行役員 企画本部総合企画部長
平成 18年 4月 同 常務執行役員
   ホームサービス本部長
平成 19年 4月 同 常務執行役員
   リビングエネルギー本部長
平成 19年 6月 同 取締役 常務執行役員
   リビングエネルギー本部長

社外取締役　稲田早苗
現職   弁護士
生年   昭和19年
昭和 42年 3月 慶應義塾大学法学部卒業
昭和42年   司法試験合格
昭和 45年 3月 司法修習終了
昭和 45年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成 19年 6月 東京ガス株式会社 取締役

代表取締役副社長　前田忠昭
生年   昭和21年
昭和 45年 3月 東京大学工学系大学院 修士修了
昭和45年  4月 東京ガス株式会社入社
平成 4年 7月 同 総合企画部部長代理
平成 5年 7月 同 技術企画部部長代理研究企画
   グループマネージャー
平成 6年 7月 同 西部事業本部計画部長
平成 8年 6月 同 西部事業本部副本部長
平成 9年 6月 同 商品技術開発部長
平成 12年 6月 同 取締役エネルギー営業本部
   エネルギー企画部長
平成 14年 6月 同 常務執行役員R&D本部長
平成16年  4月 同 常務執行役員 資源事業本部長、
   監査部担当
平成 16年 6月 同 取締役常務執行役員 資源事業
   本部長、監査部担当
平成 18年 4月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   企画本部長
平成 19年 4月 同 代表取締役兼副社長執行役員
   エネルギー生産本部長、環境部担当

取締役　手塚俊夫
生年   昭和21年
昭和 45年 3月 東京工業大学理工学部卒業
昭和 45年 4月 東京ガス株式会社入社
平成 7年 7月 同 事業開発本部事業企画部
平成 11年 6月 同 総合企画部技術企画
   グループマネージャー
平成 13年 6月 同 エネルギー営業本部
   都市エネルギー事業部長
   エネルギー営業本部大口エネルギー
   事業部部長代理
平成 14年 6月 同 執行役員エネルギー営業本部
   都市エネルギー事業部長
平成 15年 6月 同 執行役員 エネルギー営業本部
   都市エネルギー事業部長、
   大口エネルギー事業部長代理
平成 16年 4月 同 常務執行役員 広域圏営業本部長
平成 19年 4月 同 常務執行役員 
   リビング法人営業本部長
平成 19年 6月 同 取締役 常務執行役員 
   リビング法人営業本部長

社外取締役　山本一元
現職   旭化成工業株式会社常任相談役
生年   昭和8年
昭和 32年 3月 九州工業大学工学部卒業
昭和 32年 4月 旭化成工業株式会社入社
昭和 46年 8月 同 筑紫野工場長
昭和 51年 4月 同 住宅事業部住宅建築部長
昭和 57年 6月 同 住宅事業部長
昭和 58年 6月 同 取締役
昭和 62年 6月 同 常務取締役
平成 2年 6月 同 専務取締役
平成 4年 6月 同 住宅事業部門長
平成 5年 6月 同 代表取締役専務
平成 7年 6月 同 代表取締役副社長
平成 9年 6月 同 代表取締役社長
平成 13年 1月 旭化成株式会社に社名変更（1月1日付）
平成 15年 4月 同 取締役副会長
平成 15年 6月 同 常任相談役
平成 17年 6月 東京ガス株式会社 取締役

監査役 徳本恒徳

監査役 髙桑康典

社外監査役 清水利光
（財団法人横浜企業経営支援財団理事長）

社外監査役 森 昭治
（株式会社国際経済研究所副理事長）

社外監査役 増田幸央
（三菱商事株式会社顧問）


