
 

 

平成２０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、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 

［ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾈﾙｷﾞｰ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

中支社 南部支店長 熊谷支社長  若杉 雄二 

西支社 西部住設営業部長 東支社 千葉住設営業部長 細谷 英悟 

西支社 西部お客さまｻｰﾋﾞｽ推進部長 東京ｶﾞｽ・ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ(株)出向 小松 義之 

東支社 東部支店長 総合企画部 IR 室長 松井 保憲 

東支社 千葉支店長 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画部 ｴﾈﾙｷﾞｰ企画総務 GM 山下 俊二郎 

東支社 東部住設営業部長 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部 人事・総務 G 宮原 裕二 

東支社 千葉住設営業部長 東支社 東部住設営業部 寺田 安司 

北支社 北部支店長 宇都宮支社 副支社長 和田川 辰也 

北支社 埼玉支店長 導管企画部 購買企画 GM 高嶋 英一 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 

東京第 1お客さま C所長 
西支社 西部支店 砂田 修一 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部 お客さま相談室長 総務部 総務 G 五月女 章 

お客さま保安部長 ｴﾘｱ計画部長 小林 裕明 

ｴﾘｱ計画部長 導管部 幹線 GM 秋山 隆史 

ｴﾘｱ計画部 神奈川地域計画部長 北部地域計画部 仲谷 真三 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ技術ｻﾎﾟｰﾄ部長 
ﾘﾋﾞﾝｸﾞ技術ｻﾎﾟｰﾄ部 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ PGM 
山本 健司 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部長 兼 地域広報推進 GM ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部長 小林 信久 

(株)ｶﾞｽﾀｰ 専務取締役 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 後藤 隆司 

東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙかずさ(株) 

取締役社長 
東支社 千葉支店長 青山 俊 

 

 



［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代理 兼 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ GM 設備計画 P部長 野畑 邦夫 

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 法人営業第三 G 大房 武則 

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 法人営業第三 G 原 誠 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

西部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

埼玉都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
内田 智 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

北部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 法人営業第三 G 小畑 俊満 

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 埼玉都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部 沢田 浩一 

都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

神奈川都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 法人営業第三 G 杉浦 英太郎 

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 産業営業 G 小林 勝彦 

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長付 藤沢 昭弥 

(株)扇島ﾊﾟﾜｰ 取締役 根岸工場 総務部長 高木 義之 

 

［広域圏営業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

常総支社長 導管企画部 戦略企画 G 宮内 耕二 

甲府支社長 総務部 総務 GM 中村 光伸 

熊谷支社長 広域圏営業部 広域ｴﾈﾙｷﾞｰ支援 GM 中島 靖夫 

広域圏営業部長 

兼 熱量変更技術 C所長 
広域圏営業部長 円角 健一 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株) 常務取締役 北支社 埼玉支店長 田中 忍 

 

［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 

多摩導管 NC 所長 
緊急保安部 保安統括 G 今井 朋男 

首都圏東導管事業部 計画推進部長 ｴﾘｱ計画部 地域計画 G 新堀 聡 

首都圏東導管事業部 

東関東幹線建設事務所長 
東京ｶﾞｽ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)出向 瀧川 浩 

神奈川導管事業部長 (社)日本ｶﾞｽ協会出向 山根 光顕 

神奈川導管事業部 

神奈川導管 NC 所長 
導管企画部 導管技術企画 GM 金子 功 

導管部 広域導管 C所長 兼 導管 GM 導管部 導管 GM 金澤 悟 

導管部 広域内管 C所長 

兼 内管保安 GM 
設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 内管企画 GM 大木 勝裕 

緊急保安部 南部 GL24 所長 緊急保安部 西部 GL24 所長 北村 正純 

緊急保安部 西部 GL24 所長 緊急保安部 神奈川 GL24 所長 林田 英明 

緊急保安部 神奈川 GL24 所長 緊急保安部 南部 GL24 所長 坂本 敏彦 

(株)ｷｬﾌﾟﾃｨ 常務執行役員 根岸工場長 藤田 明孝 



［ｴﾈﾙｷﾞｰ生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

根岸工場長 根岸工場 操業部長 安部 光一 

根岸工場 操業部長 (株)ｴﾈﾙｷﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ出向 小倉 太郎 

根岸工場 総務部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産企画 G 橋本 保夫 

扇島工場 操業部長 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部 生産管理 G 鈴木 淳一 

設備計画 P部長 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 法人営業第二 GM 田辺 修 

 

［資源事業本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

原料部長 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 安岡 省 

 

［技術開発本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

技術戦略部 都市生活研究所長 技術戦略部 都市生活研究所 中塚 千恵 

 

［スタッフ各部］ 

新 職 現 職 氏 名 

IR 部 IR 室長 東京ｴﾙｴﾇｼﾞｰﾀﾝｶｰ(株)出向 伊藤 司 

ｶﾞｽ事業民営化 P部長 広域圏企画部長 並木 淳一 

財務部長 財務部 財務 GM 中島 功 

経理部 会計 C所長 経理部 会計 C 小長 清豪 

秘書部長 東支社 東部支店長 作田 龍昭 

総務部 法務室長 総務部 法務室 佐成 実 

広報部 CSR 室長 兼 社会文化 C所長 海外事業部 海外事業推進 G 八尾 祐美子 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株)出向 松本 隆 

監査役室長 監査役室 関 和夫 

東京ｶﾞｽ都市開発(株) 常務取締役 北支社 北部支店長 渋谷 政文 

(株)ｱｰﾊﾞﾝ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 取締役社長 常務執行役員 広域圏営業本部長 蛭間 泰弘 

東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 取締役社長 常務執行役員 IT 本部長 鏑木 正 

東京ｶﾞｽｹﾐｶﾙ(株) 常務取締役 ｴﾈﾙｷﾞｰ生産部長 高岸 泰弘 

 

２．組織変更 

［エネルギーソリューション本部］ 
① 都市エネルギー事業部に「中央都市エネルギー部」、「東部都市エネルギー部」、「西部都市

エネルギー部」、「北部都市エネルギー部」、「神奈川都市エネルギー部」を新設。 
 
［導管ネットワーク本部］ 
① 導管部に「広域導管センター」、「広域内管センター」を新設。 

 
［スタッフ各部］ 
① 「ＩＲ部」を新設。 
② 「ガス事業民営化プロジェクト部」を新設。 
③ 「設備計画プロジェクト部」をエネルギー生産本部に移管。 
④ 秘書部の「経営調査室」を廃止。 

以 上 


