2020 年 12 月 9 日

当社人事およびグループ会社の役員人事について
静岡ガス株式会社（代表取締役 社長執行役員 岸田裕之）は、2021 年 1 月 1 日付の当社人
事およびグループ会社の役員人事について以下のとおり決定しましたので、お知らせいたしま
す。
1.

静岡ガス株式会社 次期執行役員体制【2021 年１月１日付】
本日開催した取締役会において決定いたしました。
氏 名
社長執行役員

岸田 裕之

専務執行役員

遠藤 正和

担 当

営業本部長
兼 営業本部 戦略推進部長
（旧）くらし事業本部長
兼 マルチエネルギー事業本部長

常務執行役員

小杉 充伸

総務人事部長

常務執行役員

中井 俊裕

グローバル・エネルギー本部長
（旧）エネルギー戦略部 担当

常務執行役員

村井 陽一

導管ネットワーク本部長
兼 導管ネットワーク本部 幹線部長
兼 導管ネットワーク本部 戦略推進部長、
安全推進室担当
（旧）海外事業部 担当

執行役員

杉山 武靖

営業本部 副本部長
兼 営業本部 くらしデザイン部長
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部長

執行役員

金田 裕孝

営業本部 産業エネルギー部長
（旧）マルチエネルギー事業本部
産業エネルギー部長

執行役員

良知 浩

グローバル・エネルギー本部 基地事業部長
（旧）基地事業部長、原料部 管掌

執行役員

内藤 貴康

経営戦略部長 兼 デジタルイノベーション部長
（旧）経営戦略部長、事業推進部 管掌

執行役員（新任）

内田 充

導管ネットワーク本部 副本部長
兼 導管ネットワーク本部 導管部長
兼 導管ネットワーク本部 導管部
東部導管ネットワークセンター長
（旧）静岡ガス・エンジニアリング株式会社
代表取締役 取締役社長

執行役員（新任）

松本 尚武

グローバル・エネルギー本部 副本部長
兼 グローバル・エネルギー本部
電力・環境事業部長
（旧）エネルギー戦略部長

退任する執行役員は 3 名です。
杉山昭弘は、2021 年 1 月 1 日付で静岡ガス株式会社 顧問（導管ネットワーク本部）
に就任します。引き続き、静岡ガス株式会社 取締役および静浜パイプライン株式会
社 代表取締役社長を務めます。
町野文重は、2021 年 1 月 1 日付で静岡ガス株式会社 顧問（グローバル・エネルギ
ー本部 LNG 事業部）に就任します。引き続き、SHIZUOKA GAS TRADING PTE.
LTD. 代表取締役社長を務めます。
吉兼正哲は、2021 年 1 月 1 日付で静岡ガス株式会社 顧問（営業本部 戦略推進部）
に就任します。引き続き、静岡ガス・システムソリューション株式会社 代表取締役
社長を務めます。
2.

静岡ガス株式会社 部長・マネジャー級 【2021 年 1 月 1 日付】

＜部長＞
辻 晃

（新）グローバル・エネルギー本部 海外事業部長
（旧）海外事業部長

加藤 力弥

（新）営業本部 都市エネルギー部長
（旧）マルチエネルギー事業本部 都市エネルギー部長

中田 喜雅

（新）営業本部 くらし開発部長
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部長
兼 ルート開発グループリーダー

橋本 新太郎

（新）グローバル・エネルギー本部 LNG 事業部長
（旧）原料部マネジャー

＜マネジャー・グループリーダー級＞
山田 昌宏

（新）営業本部 くらしデザイン部 お客さまグループリーダー
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
お客さまグループリーダー

望月 高広

（新）営業本部 くらしデザイン部
お客さまグループ 静岡お客さまグループリーダー
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
お客さまグループ 静岡お客さまリーダー

望月 浩生

（新）営業本部 くらしデザイン部
お客さまグループ 東部お客さまグループリーダー
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
お客さまグループ 東部お客さまグループリーダー

近藤 博之

（新）営業本部 くらしデザイン部 保安グループリーダー
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部 保安グループリーダー

今村 映子

（新）営業本部 くらしデザイン部
お客さまデザイングループリーダー
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
お客さまデザイングループリーダー

三ッ井 信吾

（新）営業本部 くらしデザイン部 お客さまコンタクトセンター長
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
お客さまコンタクトセンター長

尾入 忍

（新）営業本部 くらしデザイン部 テクニカルセンター長
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部 テクニカルセンター長

斎藤 孝浩

（新）営業本部 くらし開発部 ルート開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部（島田ガス株式会社 出向）

藤原 哲也

（新）営業本部 くらし開発部 ルート開発グループ
静岡ルート開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部 ルート開発グループ
静岡ルート開発グループリーダー

加藤 俊文

（新）営業本部 くらし開発部 ルート開発グループ
東部ルート開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部 ルート開発グループ
東部ルート開発グループリーダー

滝口 資英

（新）営業本部 くらし開発部 エリア開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部 エリア開発グループ
東部エリア開発グループリーダー

樋口 憲一

（新）営業本部 くらし開発部 エリア開発グループ
静岡エリア開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部 エリア開発グループ
富士エリア開発グループリーダー

宮崎 雅幸

（新）営業本部 くらし開発部 エリア開発グループ
富士エリア開発グループリーダー
（旧）くらし事業本部 マーケット開発部 エリア開発グループ
静岡エリア開発グループリーダー

小林 栄次

（新）営業本部 くらし開発部 エリア開発グループ
東部エリア開発グループリーダー
（旧）エネリア東部東株式会社 出向

樋川 奨

（新）営業本部 産業エネルギー部
産業エネルギーグループリーダー
（旧）マルチエネルギー事業本部 産業エネルギー部
産業エネルギーグループリーダー

松山 剛之

（新）営業本部 都市エネルギー部 法人営業グループリーダー
（旧）マルチエネルギー事業本部 都市エネルギー部
法人営業グループリーダー

川口 雄一

（新）営業本部 都市エネルギー部 静岡開発グループリーダー
（旧）マルチエネルギー事業本部 都市エネルギー部
静岡開発グループリーダー

薩川 達彦

（新）営業本部 都市エネルギー部 東部開発グループリーダー
（旧）マルチエネルギー事業本部 都市エネルギー部
東部開発グループリーダー

柿沼 卓也

（新）営業本部 都市エネルギー部 都市デザイングループリーダー
（旧）マルチエネルギー事業本部 都市エネルギー部
都市デザイングループリーダー

疋野 雄一郎

（新）営業本部 戦略推進部 営業企画担当マネジャー
（旧）くらし事業本部 戦略・推進スタッフ長

鈴木 直人

（新）営業本部 戦略推進部 ビジネス開発担当マネジャー
（旧）静岡ガスリビング株式会社 出向

塩沢 秀明

（新）営業本部 戦略推進部 業務企画担当マネジャー
（旧）事業推進部 業務企画担当マネジャー

内藤 美智子

（新）営業本部 戦略推進部 ビリングセンター長
（旧）事業推進部 ビリングセンター長

大塚 弘之

（新）導管ネットワーク本部 導管部
静岡導管ネットワークセンター長
（旧）導管ネットワーク事業部 静岡導管ネットワークセンター長

長嶋 啓人

（新）導管ネットワーク本部 導管部
静岡導管ネットワークセンター 本管グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 静岡導管ネットワークセンター
本管グループリーダー

川口 敦司

（新）導管ネットワーク本部 導管部
静岡導管ネットワークセンター 設備グループリーダー
（旧）安全推進室長

大畑 敦

（新）導管ネットワーク本部 導管部
静岡導管ネットワークセンター 保安グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 静岡導管ネットワークセンター
保安グループリーダー

漆畑 雄一

（新）導管ネットワーク本部 導管部
東部導管ネットワークセンター 本管グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 導管計画グループ
（御殿場ガス株式会社出向）

望月 進

（新）導管ネットワーク本部 導管部
東部導管ネットワークセンター 設備グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 東部導管ネットワークセンター
設備グループリーダー

石神 保

（新）導管ネットワーク本部 導管部
東部導管ネットワークセンター 保安グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 東部導管ネットワークセンター
保安グループリーダー

植田 新悟

（新）導管ネットワーク本部 幹線部 幹線・送出管理センター長
（旧）導管ネットワーク事業部 幹線・送出管理センター長

中村 伸行

（新）導管ネットワーク本部 幹線部 幹線・送出管理センター
送出管理グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 幹線・送出管理センター
送出管理グループリーダー

森竹 淳

（新）導管ネットワーク本部 幹線部 幹線・送出管理センター
幹線管理グループリーダー
（旧）導管ネットワーク事業部 幹線・送出管理センター
幹線管理グループリーダー

工藤 好一

（新）導管ネットワーク本部 戦略推進部 導管企画担当マネジャー
（旧）導管ネットワーク事業部 導管計画グループリーダー

大川 信二

（新）グローバル・エネルギー本部 海外事業部 海外担当マネジャー
（旧）海外事業部マネジャー

谷 幸次

（新）グローバル・エネルギー本部 ＬＮＧ事業部
ＬＮＧ担当マネジャー 兼（コマーシャル担当チーフ）
（旧）原料部（コマーシャル担当チーフ）

秋田 達弘

（新）グローバル・エネルギー本部 基地事業部 基地担当マネジャー
（旧）清水エル・エヌ・ジー株式会社 出向

上木 敏

（新）グローバル・エネルギー本部 電力・環境事業部
再エネ・環境担当マネジャー
（旧）エネルギー戦略部 電力事業推進担当マネジャー

立川 卓也

（新）グローバル・エネルギー本部 電力・環境事業部
需給管理担当マネジャー
（旧）エネルギー戦略部 発電需給管理担当マネジャー

加藤 弘之

（新）デジタルイノベーション部
デジタルイノベーション戦略担当マネジャー
（旧）経営戦略部 副部長

佐藤 貴亮

（新）デジタルイノベーション部 ＩＣＴ企画担当マネジャー
（旧）事業推進部 ＩＣＴ企画担当マネジャー

馬淵 洋志

（新）総務人事部 広報担当マネジャー
（旧）総務人事部 広報・環境担当マネジャー

佐塚 直巳

（新）総務人事部 購買担当マネジャー
（旧）事業推進部 購買担当マネジャー

長阪 伸哉

（新）総務人事部 社員サポートセンター長
（旧）くらし事業本部 くらしデザイン部
マーケティンググループリーダー

山本 真

（新）総務人事部 研修センター長
（旧）導管ネットワーク事業部 静岡導管ネットワークセンター
設備グループ 家庭用第二チームリーダー

谷 仁志

（新）安全推進室長
（旧）マルチエネルギー事業本部 産業エネルギー部 副部長
兼 都市エネルギー部 副部長 兼 戦略・推進スタッフ長

3.

当社子会社の取締役の異動（予定）
静岡ガス・エンジニアリング株式会社【2021 年 1 月 1 日付】
金田 裕孝

（新）代表取締役 取締役社長

古川 貴通

（新）常務取締役
（旧）静岡ガスサービス株式会社 代表取締役 常務取締役

金田裕孝は、静岡ガス株式会社 執行役員 営業本部 産業エネルギー部長との兼務
になります。
内田充は、代表取締役 取締役社長を退任します。
静岡ガスサービス株式会社【2021 年 1 月 1 日付】
加藤 靖彦

（新）代表取締役 常務取締役
（旧）静岡ガスエネルギー株式会社 東部支店長

古川貴通は、代表取締役 常務取締役を退任します。
静岡ガス・システムソリューション株式会社【2021 年 1 月 1 日付】
栗田幸明は、取締役を退任します。
エネリア東部株式会社【2021 年 1 月 1 日付】
塩澤 豊

（新）代表取締役社長
（旧）エネリア東部中央株式会社 代表取締役社長

平尾 健太郎 （新）専務取締役
（旧）エネリア東部東株式会社 代表取締役社長
佐藤 昭彦

（新）取締役
（旧）エネリア東部中央株式会社 常務取締役

エネリア東部中央株式会社とエネリア東部東株式会社を合併し、エネリア東部中央
株式会社を存続会社としてエネリア東部株式会社に名称変更します。
エネリア東部東株式会社 小林栄次は、常務取締役を退任します。
以上

