
２０１９年６月２５日

１．役員異動

　本日の第１４８期定時株主総会およびその後の取締役会、監査役会で、以下のとおり役員の異動が

ありましたので、お知らせします。

(１)　取締役・監査役体制

代表取締役会長 安井　香一　

代表取締役社長 冨成　義郎　

代表取締役 丹羽　慎治

取締役 伊藤　克彦

取締役 児玉　光裕

取締役 千田　眞一

取締役 増田　信之　（新任）

取締役(社外) 宮原　耕治

取締役(社外) 服部　哲夫　

常勤監査役 中村　　修　（再任）

常勤監査役 加藤　博昭　（新任）　　

監査役(社外) 濵田　道代

監査役(社外) 古角    保　（再任）　　

監査役(社外) 神山　憲一

上記については、２０１９年５月１５日に発表したとおり決定しております。

役員・人事異動について
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(２)　執行役員体制および担当・委嘱

氏　名 新　職　名 現　職　名

　 　冨成　義郎 社長執行役員 社長執行役員

　　 丹羽　慎治

副社長執行役員
社長補佐
広報部 用地開発推進部 営業計画部
家庭用営業本部 業務用営業本部 担当

副社長執行役員
社長補佐
考査部 内部統制推進部 広報部 人事部
用地開発推進部 担当

　◎伊藤　克彦
専務執行役員
企画部 電力事業推進部 供給本部 担当

常務執行役員
企画部 電力事業推進部 供給本部 担当

　◎児玉　光裕
専務執行役員
内部統制推進部 財務部 人事部 担当

常務執行役員
事業開発部 財務部 担当

　◎石原　克典
専務執行役員
東邦液化ガス株式会社 取締役社長

常務執行役員
家庭用営業本部長 委嘱
※6月13日 東邦液化ガス株式会社 取締役社長に
就任

　◎千田　眞一
専務執行役員
事業開発部 原料部 総務部 資材部 担当

常務執行役員
原料部 総務部 資材部 ＣＳＲ環境部 担当

　 　増田　信之
常務執行役員
Ｒ＆Ｄ･デジタル本部長 兼 生産本部長 委嘱

常務執行役員
Ｒ＆Ｄ・デジタル本部長 兼 生産本部長 委嘱

　◎堀木　幹夫
常務執行役員
水島ガス株式会社 取締役社長

執行役員
水島ガス株式会社 取締役社長

　◎鳥居　   明
常務執行役員
家庭用営業本部長 委嘱

執行役員
秘書部長 委嘱

　○紀村　英俊
常務執行役員
考査部 ＣＳＲ環境部 担当

調査役

　　 平田　直人
執行役員
供給本部長 委嘱

執行役員
供給本部長 委嘱

      加藤　孝治
執行役員
リビング営業部長 委嘱

執行役員
リビング営業部長 委嘱

      古山　義洋
執行役員
名古屋支社長 委嘱

執行役員
名古屋支社長 委嘱

      山碕　聡志
執行役員
企画部長 委嘱

執行役員
企画部長 委嘱

      藤井　髙司
執行役員
業務用営業本部長 委嘱

執行役員
エネルギー計画部長 委嘱

      竹内　英高
執行役員
東邦ガスリビング株式会社 取締役社長

執行役員
東邦ガスリビング株式会社 取締役社長

      鏡味　伸輔
執行役員
原料部長 委嘱

執行役員
原料部長 委嘱

　○竹井　洋一
執行役員
リビング計画部長 委嘱

リビング計画部長

　○小野田久彦
執行役員
イノベーション推進部長 委嘱

イノベーション推進部長

　○柴田　喜充
執行役員
供給管理部長 委嘱

供給管理部長

◎：昇任、○：新任
※ 秘書部、東京支社は社長直轄
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２．人事異動

以下のとおり人事異動を行いますので、お知らせいたします。
発令日付：２０１９年６月２５日

(１)　部長

新 旧 氏　名

秘書部長 東京支社長 田島　滋一郎

考査部長 用地開発推進部長 神谷　泰範

東京支社長 人事部マネジャー（人事担当） 森井　定正

資材部長 岐阜支社長 佐宗　利幸

用地開発推進部長 資材部長 田邊　昭博

三河支社長
兼三河支社営業部長

三河支社長 永田　和之

岐阜支社長 都市エネルギー営業部マネジャー（営業推進担当） 野村　英嗣

三重支社長
三重支社長
兼三重支社営業部長

草深　隆道

エネルギー計画部長 企画部マネジャー（経営企画担当） 黒部　高之

生産計画部長 四日市工場長 小林　剛

知多製造部長 生産計画部長 中野　克彦

四日市工場長 生産計画部マネジャー（生産計画第一担当） 二村　健史

(２)　マネジャー
新 旧 氏　名

監査役室副室長 人事部 寺本　賢一

内部統制推進部マネジャー（内部統制担当） 名古屋支社一宮営業所長 中神　貴久

企画部マネジャー（経営企画担当） 財務部マネジャー（決算担当） 片平　裕

財務部マネジャー（決算担当） 人事部マネジャー（人事企画担当） 兼氏　太郎

人事部マネジャー（人事企画担当） 供給管理部マネジャー（供給計画担当） 嘉藤　将弥

人事部マネジャー（人財担当） 内部統制推進部マネジャー（内部統制担当） 坂　真一

リビング営業部マネジャー（営業第三担当） 名古屋支社開発推進部マネジャー（リビング担当） 加藤　孝司

名古屋支社マネジャー（計画管理担当） 名古屋支社開発推進部マネジャー（計画管理担当） 奥村　恒雄

名古屋支社一宮営業所長 三河支社営業部長 松岡　泰憲

名古屋支社あま営業所長
名古屋支社あま営業所長
兼名古屋支社あま営業所営業課長

恒川　卓矢

岐阜支社営業部長 都市エネルギー営業部マネジャー（営業第四担当） 川瀬　和孝

三重支社営業部長 岐阜支社営業部長 内藤　章

都市エネルギー営業部マネジャー（営業推進担当） 原料部 吉川　博樹

都市エネルギー営業部マネジャー（営業第二担当） 都市エネルギー営業部 大森　亮

都市エネルギー営業部マネジャー（営業第四担当） 都市エネルギー営業部マネジャー（営業第二担当） 杉山　伸二

供給管理部マネジャー（供給計画担当） 供給管理部マネジャー（託送サービス担当） 花村　賢一

供給管理部マネジャー（工事総務担当） 供給管理部 松浦　秀登志

供給管理部マネジャー（託送サービス担当） 導管部他工事センター所長 深津　彰省

供給防災部防災センター所長 導管部本管建設センター所長 栗田　謙介

供給防災部防災センター指令総括 設備部設備保全センター内管保全課長 小栗　智喜
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新 旧 氏　名

供給防災部整圧センター所長 技術部マネジャー（管理・機械技術担当） 織田　英幸

導管部本管建設センター所長 供給管理部 仁木　意介

導管部他工事センター所長 導管部東部センター所長 天野　佳則

導管部東部センター所長 供給防災部防災センター指令総括 井関　茂樹

設備部内管工事センター所長 供給管理部マネジャー（工事総務担当） 内藤　重光

生産計画部マネジャー（生産計画第一担当） 生産計画部マネジャー（生産計画第二担当） 宮地　隆之

生産計画部マネジャー（生産計画第二担当） 生産計画部 小澤　康昭

技術部マネジャー（管理・機械技術担当） 供給防災部防災センター所長 梶田　弘

なお、

前　監査役副室長　浅井　秀樹は、供給管理部長付、

前　供給防災部整圧センター所長　丹下　昌彦は、供給管理部長付、

前　設備部内管工事センター所長　馬淵　朋紀は、供給管理部勤務、

前　財務部マネジャー（会計担当）　藤井　秀明は、財務部長付、

前　人事部マネジャー（人材開発担当）　大西　顕信は、東邦不動産（株）出向となりました。

(３)　事業所課長

新 旧 氏　名

名古屋支社一宮営業所営業課長 名古屋支社一宮営業所お客さま保安課長 小寺　博志

名古屋支社あま営業所営業課長 名古屋支社北営業所お客さま保安課長 中島　茂晴

設備部設備保全センター内管保全課長 供給管理部 寺沼　考

生産計画部生産計画第一グループみなとアクルス
エネルギーセンター所長

生産計画部 山森　直樹

知多製造部知多ＬＮＧ共同基地製造課長 知多製造部 奥村　敏之

なお、

前　名古屋支社星ヶ丘営業所お客さま保安課長　松井　聡は、お客さま保安部、

前　名古屋支社一宮営業所営業課長　山下　貴稔は、リビング営業部、

前　生産計画部生産計画第一グループみなとアクルスエネルギーセンター所長　小椋　隆寛は、生産計画部、

前　知多製造部知多LNG共同基地製造課長　岩田　明は、知多製造部、勤務となりました。

以　上
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