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人事異動について（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、Ｐ＝ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、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。 
 

１．人事異動（４月１日付） 

［ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ本部］ 
新 職 現 職 氏名 

お客さま部 東京第１お客さまＣ所長 北部支店 総務広報部長 中田 幸昌 
お客さま部 東京第２お客さまＣ所長 ｻｰﾋﾞｽ推進部 お客さまＣ東京 田端  勉 
お客さま部 神奈川お客さまＣ所長 ｻｰﾋﾞｽ推進部 お客さまＣ神奈川 安岡 直記 
お客さま部 ＣＳ推進室長 (株)関配出向 広戸 正之 
お客さま部 お客さま相談室長 南部支店長 狩野 祐治 
ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ企画部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 尾花 秀章 
ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ企画部 ｽﾃｰｼｮﾝ２４所長 技術開発部 計測技術Ｃ所長 加藤 親宏 
ｻｰﾋﾞｽ推進部長 ｻｰﾋﾞｽ企画部 新業務体制ＰＧＭ 沢田 浩二 
ｻｰﾋﾞｽ推進部長代理 ｻｰﾋﾞｽ企画部 ｻｰﾋﾞｽ保安技術ＧＭ 畠山 幸三 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 料金Ｃ所長 ｻｰﾋﾞｽ推進部 料金Ｃ 石原 和博 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 南部お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 南部支店 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ所長 斎藤 利昭 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 中央お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 中央支店 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ所長 小林 洋武 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 東部お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 東部支店 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ所長 鈴木  信 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 千葉お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 千葉支店 副支店長 兼 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ

所長 
藤田 五郎 

ｻｰﾋﾞｽ推進部 西部お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 千葉支店 総務広報部長 遠藤 裕之 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 多摩お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 多摩支店 副支店長 兼 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ

所長 
白鳥  誠 

ｻｰﾋﾞｽ推進部 北部お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 中央支店 副支店長 兼 総務広報部長 田中 伸樹 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 埼玉お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 埼玉支店 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ所長 山崎  勉 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 神奈川お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 川崎支店 副支店長 兼 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ

所長 
木次 正明 



新 職 現 職 氏名 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 川崎お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 神奈川西支店 総務広報部長 田近 英司 
ｻｰﾋﾞｽ推進部 神奈川西お客さまｻｰﾋﾞｽ部

長 
神奈川支店 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽＣ 渡辺  進 

ｴﾘｱ開発部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 流通支援ＧＭ 宮内 敏晴 
ｴﾘｱ開発部 神奈川地域計画部長 広域圏営業部 広域計画Ｇ 浦上 洋一 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 首都圏西ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 中央ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 花田  浩 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 首都圏東ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 北部ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 松本 義彦 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画ＧＭ 田中  忍 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 首都圏西機器ｻｰﾋﾞｽ部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 西部ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 生沼 庸史 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 首都圏東ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発

部長 
都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 公共営業ＧＭ 寺澤  廣 

ﾏﾝｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長 ﾏﾝｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長 兼 ｴﾝｼﾞﾆｱ
ﾘﾝｸﾞ推進ＧＭ 

伊達 清隆 

都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部長代理 兼 設備工事

ＧＭ 
都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部長代理 北見 武男 

都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 品質保証室長 都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 北部営業設備部長 石橋  憲 
都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 首都圏西営業設備部

長 
都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 中央営業設備部長 中井 二朗 

都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 首都圏東営業設備部

長 
都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 設備技術ＧＭ 伊藤 邦男 

ﾄｰﾖｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 取締役 広域圏営業部 広域計画ＧＭ 加瀬  勉 
(株)ｶﾞｽﾀｰ 専務取締役 広域圏営業部長 久米 増也 
東京器工(株) 常務取締役 ｻｰﾋﾞｽ推進部 お客さま相談室長 岡田 嘉男 
東京ｶﾞｽ･ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ(株) 取締役 神奈川西支店長 惟村  章 
ﾃｨｰｼﾞｰ･ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株) 常務取締役 東部支店長 龍崎 恭一 

 
 

［ｴﾈﾙｷﾞｰ営業本部］ 
新 職 現 職 氏名 

ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画総務ＧＭ 田邊 義博 
ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部 契約事務Ｃ所長 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 産業企画ＧＭ 塩崎 克己 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 中央都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 原料部 原料調達ＧＭ 並木 淳一 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 東部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 (株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 和田川辰也 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 西部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 筑波学園ｶﾞｽ(株)出向 和田 雅憲 
産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 中央産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 多摩支店 総務広報部長 安間 良明 
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 北部産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部 大島  厚 



新 職 現 職 氏名 
産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 神奈川東産業ｴﾈﾙｷﾞｰ

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 
小島  幸 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 常務取締役 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ推
進ＧＭ 

古島  潔 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 取締役 都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業Ｇ

Ｍ 
須藤 隆史 

 
［広域圏営業本部］ 

新 職 現 職 氏名 
広域圏企画部 広域調査室長 総務部 文書Ｇ 篠原 千治 
広域圏営業部長 広域圏営業部 広域営業ＧＭ 角田 憲司 
日立支社長 関連事業企画部 関連事業ＧＭ 三枝 憲二 
常総支社長 北部導管事業部 計画推進部長 安戸紀代彦 
甲府支社長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長 望月  敏 
宇都宮支社長 (株)ﾃｨｰｼﾞｰ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ出向 田辺 勇治 
筑波学園ｶﾞｽ(株) 専務取締役 関連事業企画部長 兼 ﾃｨｰｼﾞｰ･ｴﾝﾀｰﾌﾟ

ﾗｲｽﾞ(株)取締役社長 
古屋  博 

千葉ｶﾞｽ(株) 常務取締役 ｻｰﾋﾞｽ推進部長 山東 孝好 
松栄ｶﾞｽ(株) 取締役 環境部 環境推進ＧＭ 森  澄夫 

 
［導管ﾈｯﾄﾜｰｸ本部］ 

新 職 現 職 氏名 
導管企画部長 導管部 導管総務ＧＭ 高橋 秀文 
首都圏西導管事業部長 南部導管事業部 計画推進部長 山川 浩之 
首都圏西導管事業部 計画推進部長 西部導管事業部 計画推進部長 澤  一男 
首都圏西導管事業部 南部導管ＮＣ所長 南部導管事業部 中央導管ＮＣ所長 安藤 隆之 
首都圏西導管事業部 中央導管ＮＣ所長 導管部 導管企画Ｇ 菊池  優 
首都圏西導管事業部 西部導管ＮＣ所長 南部導管事業部 南部導管ＮＣ 野口  勇 
首都圏西導管事業部 多摩導管ＮＣ所長 西部導管事業部 多摩導管ＮＣ所長 伊藤 信行 
首都圏西導管事業部 南部内管保安Ｃ所長 西部導管事業部 西部ＧＬ２４所長 山田 久夫 
首都圏西導管事業部 西部内管保安Ｃ所長 南部導管事業部 内管設備改善Ｃ所

長 
藤澤 公彦 

首都圏東導管事業部長 導管部 幹線ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術ＧＭ 鈴木 英雄 
首都圏東導管事業部 計画推進部長 東部導管事業部 計画推進部長 岸本 明彦 
首都圏東導管事業部 東部導管ＮＣ所長 北部導管事業部 北部幹線建設事務

所長 
若林  勇 



新 職 現 職 氏名 
首都圏東導管事業部 千葉導管ＮＣ所長 東部導管事業部 計画推進部 松本 通男 
首都圏東導管事業部 北部導管ＮＣ所長 東部導管事業部 東部導管ＮＣ所長 穂刈 静夫 
首都圏東導管事業部 埼玉導管ＮＣ所長 北部導管事業部 計画推進部 鹿沼 正広 
首都圏東導管事業部 北部幹線建設事務所

長 
東部導管事業部 東部ＧＬ２４所長 原田 修司 

首都圏東導管事業部 東部内管保安Ｃ所長 北部導管事業部 北部ＧＬ２４所長 北村 正純 
首都圏東導管事業部 北部内管保安Ｃ所長 西部導管事業部 計画推進部 豊田  繁 
神奈川導管事業部 神奈川導管ＮＣ所長 神奈川導管事業部 神奈川ＧＬ２４

所長 
古屋  広 

神奈川導管事業部 湘南導管ＮＣ所長 北部導管事業部 埼玉導管ＮＣ所長 宮本 幸展 
神奈川導管事業部 神奈川内管保安Ｃ所長 神奈川導管事業部 神奈川ＧＬ２４ 坂本 敏彦 
緊急保安部長 導管部 導管ＧＭ 藤田 明孝 
緊急保安部 中央ＧＬ２４所長 南部導管事業部 南部ＧＬ２４ 金子 道夫 
緊急保安部 西部ＧＬ２４所長 導管部 幹線ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術Ｇ 岸野 洋也 
緊急保安部 東部ＧＬ２４所長 東部導管事業部 千葉導管ＮＣ所長 浅利 邦雄 
緊急保安部 北部ＧＬ２４所長 導管部 設備保安ＧＭ 齊藤 隆弘 
緊急保安部 神奈川ＧＬ２４所長 神奈川導管事業部 神奈川導管ＮＣ

所長 
伊藤 高則 

防災・供給部長 防災・供給Ｃ所長 坂口 央一 
 

［ｴﾈﾙｷﾞｰ生産本部］ 
新 職 現 職 氏名 

根岸工場長 (株)東京ｶﾞｽﾍﾞｲﾊﾟﾜｰ出向 高岸 泰弘 
扇島工場長 生産部 生産企画ＧＭ 久保田宏明 

 
［Ｒ＆Ｄ本部］ 

新 職 現 職 氏名 
総合研究所長 情報通信部長 渡辺 尚生 
総合研究所 都市生活研究所長 総合研究所 都市生活研究所 早川 美穂 
技術開発部 計測技術Ｃ所長 情報通信部 ＩＴｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＧＭ 田井 秀男 

 
［企画本部］ 

新 職 現 職 氏名 
総合企画部 ＩＲ室長 総合企画部 経営企画Ｇ 松井 保憲 
人事企画部長 人事企画部 人事ＧＭ 幡場 松彦 
人事企画部 人材ﾊﾞﾝｸ室長 ｻｰﾋﾞｽ推進部 ＣＳ推進室長 西尾  明 



新 職 現 職 氏名 
事業化推進部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 荒木 和路 
関連事業ｻﾎﾟｰﾄ部長 (社)日本ｶﾞｽ協会出向 菅沼 昭美 
東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 専務取締役 兼 東京

炭酸(株) 取締役社長 
生産部長 兼 (株)東京ｶﾞｽﾍﾞｲﾊﾟﾜｰ社長 得能 通亮 

東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 取締役 生産部 生産管理ＧＭ 神谷 篤志 
東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 取締役 導管部 導管企画ＧＭ 鳴島  正 
東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 取締役 人事企画部 人材ﾊﾞﾝｸ室長 佐藤 誠峰 
日本超低温(株) 常務取締役 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 宮坂  明 
日本超低温(株) 取締役 人材ｻﾎﾟｰﾄ部 研修Ｃ所長 北原  治 
東京ｶﾞｽｽﾎﾟｰﾂ(株) 取締役社長 宇都宮支社長 鷹箸有宇寿 
ﾃｨｰｼﾞｰ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株) 取締役社長 監査部長 相原 啓二 
ﾃｨｰｼﾞｰ･ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株) 専務取締役 ｻｰﾋﾞｽ事業化推進部長 大野 克美 

 
［ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部］ 

新 職 現 職 氏名 
南部支店長 人材ｻﾎﾟｰﾄ部 しゃいんずＣ所長 中島 典夫 
南部支店 総務広報部長 広報部 広告Ｇ 安川 春久 
中央支店長 広域圏営業部 神奈川地域計画部長 茨木 清隆 
中央支店 総務広報部長 東部導管事業部 計画推進部 白井  功 
東部支店長 総合企画部 経営企画ＧＭ 村関不三夫 
東部支店 総務広報部長 川崎支店 総務広報部 豊田 紀子 
千葉支店 総務広報部長 千葉支店 総務広報部 加藤 利一 
西部支店長 広報部 社会文化Ｃ所長 藤原 邦子 
西部支店 総務広報部長 西部支店 総務広報部 島村 俊哉 
多摩支店 総務広報部長 広報部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝＧ 青木  功 
北部支店長 資材部長代理 兼 ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝＧＭ 渋谷 政文 
北部支店 総務広報部長 北部支店 総務広報部 峯元佐知子 
埼玉支店 総務広報部長 神奈川支店 総務広報部 鳩貝 順一 
神奈川支店 総務広報部長 広報部 報道Ｇ 山岡  靖 
川崎支店 総務広報部長 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 人事・総務Ｇ 茅  和子 
神奈川西支店長 ｻｰﾋﾞｽ推進部 お客さまＣ 中野 二郎 
神奈川西支店 総務広報部長 東京ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(株)出向 中井 秀一 
広報部 社会文化Ｃ所長 多摩支店 総務広報部 後藤 麻里 
総務部長 南部導管事業部長 福本 学 
秘書部 経営調査室長 (社)日本ガス協会出向 小口喜一郎 

 



［資源事業本部］ 
新 職 現 職 氏名 

原料部長 原料部ＬＮＧ 契約ＧＭ 救仁郷 豊 
(株)東京ｴﾙｴﾇｼﾞｰﾀﾝｶｰ 取締役社長 秘書部 経営調査室長 干鯛 和政 

 
［ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ本部］ 

新 職 現 職 氏名 
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ企画部長 生産部長代理 作田 龍昭 
人材ｻﾎﾟｰﾄ部長 北部支店長 松本  隆 
人材ｻﾎﾟｰﾄ部 しゃいんずＣ所長 人材ｻﾎﾟｰﾄ部 しゃいんずＣ 臼倉 久枝 
人材ｻﾎﾟｰﾄ部 研修Ｃ所長 常総支社長 山根 言一 
経理部 会計Ｃ所長 筑波学園ｶﾞｽ(株)出向 柴﨑 恭一 
情報通信部長 ｻｰﾋﾞｽ推進部長代理 兼 料金Ｃ所長 三樹 健一 
管財部 活財推進室長 兼 用地環境整

備ＧＭ 
管財部 用地環境整備ＧＭ 丸山 隆司 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 専務取締役 総務部長代理 兼 ＩＲＧＭ 上田 舜三 
東京ｶﾞｽ都市開発(株) 常務取締役 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 東部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 阿部 敬一 
東京ｶﾞｽ都市開発(株) 取締役 導管部長代理 松井 和久 
東京ｶﾞｽ都市開発(株) 取締役 人事企画部 人事企画ＧＭ 中島  功 
東京ｶﾞｽﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 取締役社長 総務部長 浜渦 昭男 
東京ｶﾞｽﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 西部支店長 渡辺 良介 
東京ｶﾞｽﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 人材ｻﾎﾟｰﾄ部長 佐藤  章 
東京ｶﾞｽﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 甲府支社長 渡辺 康二 
東京ｶﾞｽﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 根岸工場長 遠藤 文男 
東京ｶﾞｽﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株) 常務取締役 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部長代理 木村憲太郎 

 
［ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部・監査部・監査役室］ 

新 職 現 職 氏名 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室長 後藤 隆司 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室長 生産部 生産業務推進Ｇ 杉本 克己 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援室長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 開発推進ＧＭ 吉田  博 
監査部長 監査部 業務監査ＧＭ 藤井 哲哉 
監査役室長 監査役室 丸毛  肇 

 



２．組織変更（４月１日付） 

［ホームサービス本部］（新設） 
＊現行のお客さまサービス本部、リビング営業本部を廃止。２本部の機能と、広域圏営業本部

の地域計画機能を統合した「ホームサービス本部」を新設。 
①「お客さま部」「ホームサービス企画部」「サービス推進部」「エリア開発部」を新設。 
②「リビング営業部」「リビング開発事業部」「マンションエンジニアリング事業部」「都市リ

ビング事業部」の 4 部をリビング営業本部から移管。 
 
［導管ネットワーク本部］（導管・保安本部から名称変更） 
①「導管企画部」「緊急保安部」を新設。 
②防災・供給センターを「防災・供給部」に名称変更。 
③地域導管事業部を５拠点から３拠点（首都圏西、首都圏東、神奈川）に再編。 
 
［エネルギー生産本部］（生産本部から名称変更） 
①生産部を「エネルギー生産部」に名称変更。 
 
［資源事業本部］（新設） 
①原料部を企画本部から移管。 
 
［企画本部］ 
①「事業化推進部」および「関連事業サポート部」を新設。 
②国際部を事業化推進部に統合。 
③原料部を資源事業本部に移管。 
④環境部をコーポレート・コミュニケーション本部に移管。 
 
［コーポレート・コミュニケーション本部］ 
①１１支店をお客さまサービス本部から移管。 
②環境部を企画本部から移管。 
 
［ビジネスサービス本部］ 
①サービス事業化推進部を「ビジネスサービス企画部」に名称変更。 
 
［その他」 
＊「関連事業本部」を廃止。 
 


