
1 
 

 

平成２８年３月２５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 

［リビング本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

お客さまｻｰﾋﾞｽ部長 千葉・茨城ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 岡出 真之 

営業第二事業部長 
営業第二事業部長代理 兼 

営業第二事業部 住設第 1GM 
小西 雅子 

営業第二事業部 千葉住設営業部長 ｴﾘｱ計画部 北西部地域計画部長 大島 厚 

営業第二事業部  

神奈川住設営業部長 
営業第二事業部 千葉住設営業部長 渡部 穂高 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 東京ｶﾞｽﾘﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ（株） 代表取締役社長 野口 尚史 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ企画部長 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営管理検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部長 綿貫 裕之 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 

取締役 常務執行役員 
広域圏企画部 広域企画 GM 佐藤 弘直 

東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ千葉（株）※ 取締役 東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙかずさ（株）※ 取締役 横山 謙司 

※東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ千葉（株）と東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙかずさ㈱は、平成 28 年 4 月 1日付けで合併し、 

東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ千葉（株）となる予定。 

 

［エネルギーソリューション本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

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 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ開発 G 田之頭 健一 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

北部産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
営業第二事業部 住設第 4GM 宇賀神 俊介 

産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 

湾岸産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 
広域圏企画部 中央支店長 小田 利隆 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部長 
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） 

取締役 常務執行役員 
村田 恭夫 

（株）ｷｬﾌﾟﾃｨ 取締役 常務執行役員 （株）ｶﾞｽﾀｰ 常務取締役 皆川 量一 
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［地域本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

神奈川支社 神奈川西支店長 ﾗｲﾌﾊﾞﾙ推進部 総務・人材支援 GM 野尾 睦彦 

熊谷支社長 一般社団法人 日本ｶﾞｽ協会 新堀 聡 

地域企画部長 秘書部長 柴田 陽一 

地域企画部 中央支店長 都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 東部都市ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 松戸 満香 

地域企画部 西部支店長 広域圏企画部 西部支店 大作 和志 

地域企画部 多摩支店長 広域圏企画部 西部支店長 伊藤 麻紀子 

広域営業部長 広域圏企画部長 牧  毅 

東京ｶﾞｽ山梨（株） 常務取締役 （株）ｷｬﾌﾟﾃｨ 梶山 禎秋 

 

［導管ネットワーク本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

導管部長 幹線建設部 茨城幹線準備室長 瀧川 浩 

設備保安部長 緊急保安部長 友添 修吾 

緊急保安部長 東京ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（株） 常務取締役 越路 卓也 

中央導管事業部長 導管部 神奈川導管 NC 所長 安藤 広和 

中央導管事業部 中央ｶﾞｽﾗｲﾄ24所長 一般社団法人 日本ｶﾞｽ協会 堀内 俊宏 

西部導管事業部長 広域圏企画部 広域総務 GM 坂本 望 

西部導管事業部 西部ｶﾞｽﾗｲﾄ24所長 幹線建設部 幹線建設 G  元田 靖士 

東部導管事業部長 
防災・供給部 幹線 GM 兼 

幹線建設部 幹線建設 GM 
新海 元 

東部導管事業部 東部計画推進室長 導管企画部 導管渉外 GM 寺尾 良樹 

東部導管事業部 東部導管 NC 所長 導管部 埼玉導管 NC 所長 越智 実 

東部導管事業部  

東部設備保安 C所長 
設備保安部 北部設備保安 C所長 高橋 典久 

北部導管事業部長 基盤技術部 研究企画 GM 天野 寿二 

北部導管事業部 北部導管 NC 所長 導管部 東部導管 NC 所長 山本 貞明 

北部導管事業部 埼玉導管 NC 所長 導管部 西部導管 NC 下河 啓介 

北部導管事業部  

北部設備保安 C所長 
設備保安部 中央設備保安 C 髙橋 良德 

神奈川導管事業部長 導管部 北部導管 NC 所長 今井 朋男 

神奈川導管事業部  

神奈川導管 NC 所長 
幹線建設部 北関東幹線建設事務所長 清水 法雅 

ｴﾘｱ計画部長 
都市ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長 兼 

大口ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長代理 
児山 靖 

ｴﾘｱ計画部 北西部地域計画部長 東京ｶﾞｽ山梨（株） 常務取締役 吉倉 雅人 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

首都圏西設備技術部長 

設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 

集合住宅ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ GM 
寺島 直樹 

 

［エネルギー生産本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

袖ケ浦 LNG 基地所長 産業ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部 湾岸産業ｴﾈﾙｷﾞｰ部長 堀  哲也 
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［資源・海外本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

海外事業部 ﾊﾟﾘ事務所長 海外事業部 ﾊﾟﾘ事務所副所長 高畑 和己 

海外事業部 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ事務所長 原料部 資源事業企画 G 本城 賢 

 

［ＩＴ本部］ 

新 職 現 職 氏 名 

IT 活用推進部長 

営業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ﾃﾞｰﾀ活用推進 GM 

兼 営業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ企画

GM 

沢田 和昌 

 

［部］ 

新 職 現 職 氏 名 

秘書部長 総合企画部 関連事業 GM 三橋 和夫 

総務部長 人事部 人事 GM 斉藤 彰浩 

広報部長 広域圏営業部長 花田 浩 

電力事業計画部長 電力事業計画部 電力企画 GM 佐藤 裕史 

監査役室長 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室長 加島 弘敏 

東京ｶﾞｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） 

取締役 

東京ｶﾞｽﾗｲﾌﾊﾞﾙ西むさし（株） 

代表取締役社長 
福西 光祐 

東京ｶﾞｽﾘｷｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株） 

専務取締役 
総務部長 西村 優 

東京ｶﾞｽﾘｷｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株） 

常務取締役 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ（株） 

取締役 常務執行役員 
増田 智紀 

東京ｶﾞｽﾘｷｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株） 

常務取締役 
筑波学園ｶﾞｽ（株） 取締役 伊藤 司 

東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ（株） 

取締役 執行役員 
広域圏企画部 多摩支店長 長谷川 弘一

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 
IT 活用推進部長 礒村 典秀 

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） 

常務執行役員 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部長 徳本 勉 

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） 

執行役員 
袖ケ浦 LNG 基地所長 酒井 達能 
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２．組織変更 

（１）本部の名称変更 

新名称 旧名称 

地域本部 広域圏営業本部 

資源・海外本部 資源事業本部 

 

（２）部の新設 

部門名称 主な機能 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業計画部 ｶﾞｽ・電力を始めとしたｴﾈﾙｷﾞｰ営業戦略の立案・推進 

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 お客さま接点における新たなｻｰﾋﾞｽ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの創出 

中央導管事業部 

ｴﾘｱ毎の導管事業の推進・管理 

西部導管事業部 

東部導管事業部 

北部導管事業部 

神奈川導管事業部 

業務改革検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ICT を活用した東京ｶﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟの業務改革の検討 

 

（３）部の廃止 

部門名称 主な機能移管先 

事業革新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業計画部 

営業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ営業計画部、ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術部 

千葉・茨城ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 地域企画部 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営管理検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 総合企画部 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ人事検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 人事部 

 

 

（４）部の移管 

①ｴﾘｱ計画部をﾘﾋﾞﾝｸﾞ本部から導管ﾈｯﾄﾜｰｸ本部へ移管する。 

②設備ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部をﾘﾋﾞﾝｸﾞ本部から導管ﾈｯﾄﾜｰｸ本部へ移管する。 

 

（５）部の名称変更 

新名称 旧名称 

地域企画部 広域圏企画部 

広域営業部 広域圏営業部 

以 上 


