
2021年4月1日付／部長以上を記載

理事

御手洗　淳 ○
西部ガスホールディングス(株) 秘書部長
兼  西部ガス(株) 秘書部長

理事 秘書部長

大嶋　宗春
西部ガスホールディングス(株) 監査部長
兼  西部ガス(株) 監査部長

監査部長

石丸　浩 ○ 西部ガスホールディングス(株) 経営戦略部長 理事 法務コンプライアンス部長

岡山　佳誉 西部ガスホールディングス(株) 経営戦略部　部長 関連事業部　部長

松里　壮秀 西部ガスホールディングス(株) 経営戦略部　部長
関連事業部 マネジャー
兼  SGキャピタル(株)

木村　俊彦 ○ 西部ガスホールディングス(株) 財務戦略部長 理事 エスジーケミカル(株)　出向

見野　壮範 西部ガスホールディングス(株) 財務戦略部　部長
経理部　部長
兼  SGキャピタル(株)

古閑　裕一郎 西部ガスホールディングス(株) 財務戦略部　部長 経理部　マネジャー

吉村　雄大 西部ガスホールディングス(株) デジタル戦略部　部長 人事労政部　部長

佐々木　淳 西部ガスホールディングス(株) デジタル戦略部　部長 事業体制検討プロジェクト部　部長

髙倉　範雄 西部ガスホールディングス(株) 事業開発部　部長 事業開発部　部長

相川　洋
西部ガスホールディングス(株) 事業開発部　部長
 兼  SGインキュベート(株)

関連事業部　部長
兼  SGインキュベート(株)

園田　一史 西部ガスホールディングス(株) 事業開発部（タイ）　部長 事業開発部（タイ）　部長

一瀬　香 西部ガスホールディングス(株) 広報部　部長 長崎総務部　部長

末次　隆 西部ガスホールディングス(株) 総務部長 北九州総務部長

田口　茂夫 ○ 西部ガスホールディングス(株) グループガバナンス部長 理事 福岡地区総括

松田　和憲
西部ガスホールディングス(株) グループガバナンス部
部長

法務コンプライアンス部　部長

岩永　幸効
西部ガスホールディングス(株) グループガバナンス部
部長

総務広報部　部長

森田　省吾 ○ 西部ガス(株) 経営企画部長 理事 経営企画部長

青木　輝英 ○ 西部ガス(株) 総務人事部長 理事 (株)マルタイ　出向

稲盛　日出美 ○ 西部ガス(株) 原料部長 原料部長

西部ガス㈱人事異動一覧

氏名 新職場 旧職場

別紙
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理事
氏名 新職場 旧職場

尾﨑　秀樹 西部ガス(株) 原料部　部長 原料部　部長

村島　弘二郎 西部ガス(株) 資材部長 資材部長

中間　和英 ○ 西部ガス(株) 生産部長 生産部　部長

有吉　雅英 ○
西部ガス(株) 電力事業企画部長
兼  エネ・シード(株)

理事 電力事業企画部長
兼  エネ・シード(株)

渡邉　均 西部ガス(株) 電力事業企画部　部長 電力事業企画部　部長

溝口　敬義 ○ 西部ガス(株) 国際エネルギー事業部長 理事 国際エネルギー事業部長

山口　竜一 西部ガス(株) 総合研究研修所長 総合研究研修所長

須藤　圭史 西部ガス(株) 総合研究研修所　部長 総合研究研修所人材開発　部長

増田　英紀 西部ガス(株) 東京事務所長 東京事務所　部長

高木　敬介 西部ガス(株) 北九州総務部長 総務広報部　部長

石井　宏典 西部ガス(株) 営業本部 営業計画部　部長 営業本部営業計画部　部長

野馬　浩一 西部ガス(株) 営業本部 営業計画部　部長 営業本部お客さま保安部　マネジャー

築地　博文 西部ガス(株) 営業本部 営業計画部　部長 営業本部福岡リビング営業部　マネジャー

長澤　利之 ○ 西部ガス(株) 営業本部 お客さまサービス部長 理事 営業本部お客さまサービス部長

吉田　浩 ○ 西部ガス(株) 営業本部マーケティング部長 営業本部マーケティング部長

小田　文明 西部ガス(株) 営業本部 法人リビング開発部長 営業本部法人リビング開発部　部長

津田　尚一
西部ガス(株) 営業本部 広域産業エネルギー開発部
部長

営業本部広域産業エネルギー開発部  マネジャー

富松　秀治
西部ガス(株) 営業本部 北九州産業エネルギー開発
部長

営業本部北九州産業エネルギー開発部長

前田　慶太 ○ 西部ガス(株) 営業本部都市リビング開発部長 営業本部都市リビング開発部長

入江　康浩 西部ガス(株) 営業本部 都市リビング開発部　部長 営業本部都市リビング開発部　部長

長濱　和久 西部ガス(株) 営業本部 福岡リビング営業部長 (株)八仙閣　出向

五島　寛之 西部ガス(株) 営業本部 福岡リビング営業部　部長 営業本部営業計画部　部長
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理事
氏名 新職場 旧職場

福永　一之 西部ガス(株) 営業本部 福岡都市開発部長 営業本部福岡都市開発部長

堀之内　浩 西部ガス(株) 営業本部 北九州リビング営業部長 営業本部北九州リビング営業部長

浦　義浩 西部ガス(株) 営業本部 北九州都市開発部長 営業本部佐世保営業部長

古里　順二 ○ 西部ガス(株) 供給本部防災保安部長 理事 供給本部供給計画部長

松本　泰広 西部ガス(株) 供給本部 設備技術部長 営業本部お客さま保安部長

大住　和広 西部ガス(株) 供給本部 設備技術部　部長 営業本部長崎営業部営業設備　部長

谷本　篤史 西部ガス(株) 供給本部 中央指令部長 供給本部供給指令センター所長

森　研二 ○ 西部ガス(株) 供給本部 福岡供給部長 理事 供給本部福岡供給管理センター所長

小森　高文 西部ガス(株) 供給本部 北九州供給部長 供給本部北九州供給管理センター所長

石橋　清根 西部ガス(株) 供給本部 熊本供給部長 供給本部熊本供給管理センター所長

中富　暢之 西部ガス(株) 供給本部 長崎供給部長 供給本部長崎供給管理センター所長

石橋　忠信 西部ガス(株) 供給本部 長崎供給部　部長 供給本部防災保安部  マネジャー

佐藤　弘隆 ○ 西部ガス(株) 供給本部 福岡設備部長 九州ガス圧送(株)　出向

新名　弘一 西部ガス(株) 供給本部 北九州設備部長 営業本部北九州お客さま設備センター所長

吉田　哲 西部ガス(株) 供給本部 北九州設備部　部長 営業本部北九州お客さま設備センター　部長

松本　浩 西部ガス熊本(株) 総務部長 熊本総務部長

山上　裕治 ○ 西部ガス熊本(株) 取締役営業部長 理事 営業本部熊本営業部長

梶原　寿貴 西部ガス熊本(株) 営業部　部長 営業本部営業計画部　部長

松野尾　忠志 西部ガス熊本(株) お客さま保安部長 営業本部お客さま保安部　部長

舛本　孝文 西部ガス熊本(株) 熊本工場長 熊本工場長

伊地知　俊介 西部ガス長崎(株) 総務部長 長崎総務部長

森田　孔太郎 西部ガス長崎(株) 総務部　部長 人事労政部　部長
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本田　彰秀 西部ガス長崎(株) 取締役営業部長 西部ガスリアルライフ北九州(株)　出向

稲富　稔 西部ガス長崎(株) 営業部　部長 営業本部長崎営業部　部長

松下　豊弘 西部ガス長崎(株) お客さま保安部　部長 営業本部熊本営業部　部長

中山　一郎 西部ガス長崎(株) 長崎工場長 長崎工場長

山﨑　正良 西部ガス佐世保(株) 取締役総務部長 経理部　部長

清川　澄人 ○ 西部ガス情報システム(株)　出向 理事 久留米ガス(株)　出向

野﨑　恵造 ○ 西部ガス都市開発(株)　出向 理事 経理部長

花田　淳一 ○ 西部ガス都市開発(株)　出向 (株)西商　出向

平井　展生 西部ガスリビング(株)　出向 情報通信部　部長

江島　豊之 西部ガステクノソリューション(株)　出向 福岡総務部長

西山　和孝 ○ 西部ガス・カスタマーサービス(株)　出向 理事 福岡中央魚市場(株)　出向

辻　敬司 筑後ガス圧送(株)　出向 エスジーリキッドサービス(株)　出向

森山　光司 西部ガスリアルライフ長崎(株)　出向 秘書部　部長

原　昌浩 ○ 久留米ガス(株)　出向 理事 営業本部北九州都市開発部長

山田　達利 熊本管工建設(株)　出向 営業本部福岡お客さま設備センター所長

末次　豊司 ○ (株)マルタイ　出向 情報通信部長

笠置　幸則 西部ガスリアルライフ北九州(株)　出向 営業本部長崎営業部長

浜本　和義
西部ガスライフサポート(株)
兼  医療法人福寿会　出向

関連事業部　部長
兼  医療法人福寿会

原口　兼一 (株)八仙閣　出向 営業本部北九州リビング営業部　部長

釜堀　哲也 エスジーケミカル(株)　出向 西部ガスエネルギー(株)　出向

村島　洋二 エスジーケミカル(株)　出向 ひびきエル・エヌ・ジー(株)　出向

原田　慎也 (株)西商　出向 営業本部福岡リビング営業部　部長
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松田　聡 江田工事(株)　出向 供給本部供給計画部　部長

木太久　一郎 北九州管工(株)　出向
一般財団法人九州オープンイノベーションセンター
出向

五藤　浩二 ○ 九州ガス圧送(株)　出向 理事 技術企画部長

豊村　靖治 九州ガス圧送(株)　出向 西部ガステクノソリューション(株)　出向

鬼塚　俊行 福岡中央魚市場(株)　出向 事業開発部　部長

植木　正彦 (株)ベストサプライ　出向 営業本部福岡リビング営業部　部長

進　研一 ○ (株)吉川工務店　出向 (株)吉川工務店　出向

以上
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