
平成１９年３月２７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、３月２８日付および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。現職の本部名称は省略。 

 

１．人事異動（３月２８日付） 

［ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

川崎支店長  
首都圏東ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏東機

器ｻｰﾋﾞｽ部長 
小林 洋武 

 

２．人事異動（４月１日付） 

［ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾈﾙｷﾞｰ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

中支社長  ﾏﾝｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長  宮内 敏晴 

中支社 中央営業計画部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 計画･総務 GM 橋本 久 

中支社 中央住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 首都圏西ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開

発部 
土戸 章 

中支社 中央お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業部 機器技術 GM 久保 雄二 

中央支店長  お客さま部 東京第 2お客さま C所長 安岡 直記 

西支社長  ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部長  吉田 正 

西支社 西部営業計画部長 
首都圏西ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏西ﾘﾋﾞ

ﾝｸﾞ営業部 
梅澤 潔 

西支社 西部住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 首都圏西ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開

発部長 
池田 顕 

西支社 西部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 
首都圏東ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏東お

客さまｻｰﾋﾞｽ部長 
関根 得志 

東支社長  お客さま部長  田嶋 義明 

東支社 東部営業計画部長 ﾃｨｰｼﾞｰ･ｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ(株)出向 庄司 武 

東支社 東部住設営業部長 
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 
炭田 和宏 

東支社 千葉住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 千葉ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発部

長 
細谷 英悟 

東支社 東部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 
首都圏西ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏西お

客さまｻｰﾋﾞｽ部長 
遠藤 眞司 

北支社長  東京器工(株)出向 池田 俊雄 



北支社 北部営業計画部長 
首都圏東ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏東ﾘﾋﾞ

ﾝｸﾞ営業部 
広戸 正之 

北支社 北部住設営業部長 
ﾏﾝｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 TES 営業推進

GM 
梶山 禎秋 

北支社 埼玉住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 埼玉ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発部

長 
染谷 益己 

北支社 北部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 
首都圏西ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 首都圏西機

器ｻｰﾋﾞｽ部長 
山崎 勉 

神奈川支社 神奈川営業計画部長 
神奈川ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ

営業部 
村越 正章 

神奈川支社 神奈川住設営業部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発事業部 神奈川ﾘﾋﾞﾝｸﾞ開発

部長 
水沢 修司 

神奈川支社 神奈川お客さまｻｰﾋﾞｽ推進

部長 

神奈川ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 神奈川お客さ

ま部長 
熊野 俊暢 

横浜支店長  
広報部 部長代理 兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼ

ｮﾝ GM 兼 CSR 室長 
飯田 久也 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部長  首都圏西ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部長  沢田 浩二 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 東京第 2お客さま C

所長 
お客さま部 お客さま相談室 平松 忠男 

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

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞｺﾐｭｹｰｼｮﾝ C 所

長 
ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ企画部 人事･総務 G 川崎 剛寿 

お客さま保安部長  神奈川ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部長  畠山 幸三 

ｴﾘｱ計画部長  ｴﾘｱ開発部 地域計画 GM 富松 秀人 

ｴﾘｱ計画部 西部地域計画部長 (株)ﾃｨｰｼﾞｰ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ出向 荒 正仁 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長  ｴﾘｱ開発部長  角田 憲司 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ技術ｻﾎﾟｰﾄ部長  省ｴﾈﾙｷﾞｰ･新ｴﾈﾙｷﾞｰ P 部長  久保田 宏明 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部長  ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ企画部長  小林 信久 

東京器工(株) 取締役社長 広域圏営業部 広域営業 GM 後藤 忠之 

(株)ｶﾞｽﾀｰ 常務取締役 協力企業ｻﾎﾟｰﾄ部 流通支援 GM 鶴田 秀夫 

(株)ｶﾞｽﾀｰ 取締役 
ﾏﾝｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 首都圏東営業

C所長 
横山 謙司 

 

［ﾘﾋﾞﾝｸﾞ法人営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

営業第一事業部長  総合企画部 電力 P室長 石井 敏康 

営業第三事業部長  都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 部長代理 中村 龍太郎 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長  首都圏東ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部長  山口 克彦 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 首都圏東営業

設備部長 

都市ﾘﾋﾞﾝｸﾞ事業部 内管企画 G 佐々木 靖彦 

 

 

 

 



［ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長  都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ企画 GM 原 文比古 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長  都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 都市ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ GM 

松田 明彦 

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 都市ｴﾈﾙｷﾞｰｶｽﾀﾏｰ･

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ G 

小中野 誠 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 埼玉都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部

長 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 都市ｴﾈﾙｷﾞｰｶｽﾀﾏｰ･

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ G 

内田 智 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 千葉･鹿島産業ｴﾈﾙ

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 佐田 浩行 

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 神奈川西産業ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ部 

滝田 久芳 

NGV 事業部長  天然ｶﾞｽ自動車部長  池田 元一 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部長  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 

菱沼 祐一 

(株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 専務取締役 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部長 田邊 義博 

(株)扇島ﾊﾟﾜｰ 取締役社長 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長  城 雅昭 

 

［広域圏営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

広域圏企画部 新ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ室長 

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業推進 GM 福尾 知明 

松栄ｶﾞｽ(株) 取締役 広域圏企画部 広域総務 GM 小澤 英紀 

長野都市ｶﾞｽ(株) 取締役 導管部 導管 GM 細原 靖治 

 

［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  東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株)出向 鳴島 正 

首都圏西導管事業部 計画推進部長 神奈川導管事業部 計画推進部長 堀内 忠 

首都圏西導管事業部 南部導管 NC所長 首都圏西導管事業部 南部内管保安 C

所長 

山田 久夫 

首都圏西導管事業部 南部内管保安 C

所長 

神奈川導管事業部 神奈川内菅保安 C 友添 修吾 

首都圏東導管事業部 計画推進部長 総務部 総務 G 辻 克巳 

首都圏東導管事業部 東部導管 NC所長 防災･供給部 防災･供給 GM 中根 宏行 

首都圏東導管事業部 埼玉導管 NC所長 導管部 幹線 G 山本 貞明 

首都圏東導管事業部 群馬幹線建設事

務所長 

首都圏東導管事業部 埼玉導管 NC所長 鹿沼 正広 

首都圏東導管事業部 北部内管保安 C

所長 

緊急保安部 保安指令 C所長 西山 晃 

神奈川導管事業部 計画推進部長 資材部 工事契約 G 島本 健一郎 

神奈川導管事業部 神奈川内管保安 C

所長 

導管部 内管保安 G 八木 秀一 



導管部長  導管企画部 導管技術企画 GM 荒井 英昭 

緊急保安部 保安指令 C所長 首都圏西導管事業部 南部導管 NC所長 安藤 隆之 

緊急保安部 中央 GL24 所長 緊急保安部 東部 GL24 斎藤 良次 

 

［ｴﾈﾙｷﾞｰ生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

袖ヶ浦工場長  扇島工場長  酒井 信二 

袖ヶ浦工場 操業部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産管理 G 菅 誠 

扇島工場長  東京ｶﾞｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)出向 村松 治郎 

扇島工場 総務部長 監査部 会計監査 GM 関本 真 

 

［資源事業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

海外事業部 ﾊﾟﾘ事務所長 原料部 LNG 契約 GM 森川 健太郎 

 

［技術開発本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

商品開発部長  技術戦略部 技術戦略 GM 藤本 正之 

 

［ＩＴ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

(株)ﾃｨｰｼﾞｰ情報ﾈｯﾄﾜｰｸ 常務取締役 CIS･業務改革 P部長 三樹 健一 

 

［スタッフ各部］ 

新 職 現 職 氏 名 

人事部長  人事部 人事 GM 田中 宏昌 

人事部 人材開発室長 長野都市ｶﾞｽ(株)出向 細谷 功 

資材部長  首都圏西導管事業部長  傳 清忠 

広報部長  神奈川支店長  尾花 秀章 

広報部 部長代理 兼 広報 GM 広報部 広告 GM 岡部 賢次 

広報部 CSR 室長 兼 社会文化 C所長 広報部 社会文化 C所長 後藤 麻里 

環境部長  (社)日本ｶﾞｽ協会出向 冨田 鏡二 

東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 常務取締役 袖ヶ浦工場長  飯田 秀昭 

東京酸素窒素(株) 取締役 首都圏東導管事業部 計画推進部長 岸本 明彦 

 

３．組織変更（４月１日付） 

［リビングエネルギー本部］ 
① ５つの「支社」（中、西、東、北、神奈川）を新設。各支社に「営業計画部」「住設営業部」

「お客さまサービス推進部」を新設。 
② 「お客さま保安部」、「リビングマーケティング部」、「リビング技術サポート部」、「リビン

グ企画部」を新設。 
③ 神奈川支店を「横浜支店」に名称変更。 
④ お客さま部を「お客さまサービス部」に名称変更。 
⑤ エリア開発部を「エリア計画部」に名称変更。 



 
［リビング法人営業本部］ 
① 「営業第一事業部」、「営業第二事業部」、「営業第三事業部」、「設備エンジニアリング事業

部」を新設。 
 
［エネルギーソリューション本部］ 
① 「総合エネルギー事業部」、「ソリューション技術部」を新設。 
② 都市エネルギー事業部に「千葉都市エネルギー部」、「埼玉都市エネルギー部」を新設。 
③ 産業エネルギー事業部に「千葉・鹿島産業エネルギー部」を新設。 
④ 天然ガス自動車部を「ＮＧＶ事業部」に名称変更。 
 
［導管ネットワーク本部］ 
① 首都圏東導管事業部に「群馬幹線建設事務所」を新設。 
 
［ＩＴ本部］ 
① 「ＣＩＳ・業務改革プロジェクト部」を廃止。 
 
［スタッフ各部］ 
① 関連事業サポート部を「関連事業部」に名称変更。 
② 人事部に「人材開発室」を新設。 

以 上 


