
 

２０２３年３月１６日 

各   位                                   

会 社 名   日本瓦斯株式会社 

代表者名   代表取締役社長執行役員  柏谷 邦彦 

（コード番号 8174 東証プライム） 

問合せ先   常務執行役員コーポレート本部副本部長 

人事部管掌  尾作 恵一 

 (TEL．03－5308－2123） 

当社及び主要子会社の組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社及び主要子会社は、２０２３年３月１６日開催の取締役会において、下記の通り決議致し

ましたのでお知らせ致します。 

なお、取締役および監査役の就任につきましては、本年６月２７日開催の定時株主総会の承認

を経て正式に決定する予定です。 

記 

Ⅰ．日本瓦斯株式会社の組織変更 

   組織変更（２０２３年４月１日付） 

   ・海外事業部の業務を経営企画/IR 部に移管し、海外事業部を廃止 

   ・エネルギーシステム開発部を情報通信技術部に統合 

 

Ⅱ．日本瓦斯株式会社の人事異動 

1．取締役、監査役、執行役員の異動（２０２３年６月２７日付）  

新  役  職 氏  名 現  役  職 

退任 井出 隆 社外取締役 

退任 河野 哲夫 社外取締役 

社外取締役（新任） 山田 剛志 社外監査役 

社外取締役（新任） 里中 恵理子 株式会社アバント執行役員兼 CHRO 

退任 五味 祐子 社外監査役 

社外監査役（新任） 折原 隆夫 
元 野村不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

取締役（監査等委員） 

Kanssatou ii 退任（北日本ガス株式会社 

代表取締役社長執行役員就任予定） 
滝瀬 淳一 

執行役員 

営業本部北関東支店長 



2．執行役員の異動（２０２３年４月１日付）  

新  役  職 氏  名 現  役  職 

専務執行役員営業本部副本部長兼 

東彩ガス株式会社 

代表取締役社長執行役員 

土屋 友紀 
東彩ガス株式会社 

代表取締役社長執行役員 

専務執行役員 

営業本部東京支店長兼第１部長 
鎌形 哲夫 

専務執行役員営業本部副本部長 

営業本部関東中央支店長兼第１部長 

常務執行役員 

エネルギー事業本部副本部長 

エネルギー供給部管掌 

森下 淳一 
常務執行役員 

エネルギー事業本部副本部長 

常務執行役員 

営業本部北関東支店長 
岩谷 治樹 

常務執行役員 

営業本部東京支店長兼第１部長 

常務執行役員 

営業本部南関東支店長 
鈴木 壮 

執行役員 

営業本部南関東支店長 

執行役員 
（北日本ガス株式会社 

代表取締役社長執行役員就任予定） 
滝瀬 淳一 

執行役員 

営業本部北関東支店長 

執行役員 

営業本部関東中央支店長 
新井 光雄 

執行役員 

営業本部東関東支店長 

執行役員 

営業本部東関東支店長 
内山 賢一 

営業本部 

東関東支店第３部長兼開発部長 

 

3．部長の異動（２０２３年４月１日付）  

新  役  職 氏  名 現  役  職 

営業本部 

東関東支店第３部長 
川神 弘康 

営業本部 

東関東支店第２部長 

営業本部 

北関東支店第３部長 
渡辺 一隆 

営業本部 

北関東支店第１部長 

営業本部 

北関東支店第１部長 
吉田 俊義 

営業本部 

北関東支店第２部長 

営業本部 

北関東支店第２部長 
福地 直木 

営業本部 

北関東支店第３部長 

営業本部 

西関東支店第２部長 
瀬尾 晋吾 

営業本部 

西関東支店第３部長 

営業本部 

西関東支店第３部長 
村松 貴亮 

営業本部 

西関東支店第２部長 

エネルギー事業本部 

エネルギー供給部プラントグループ 

夢の絆・川崎工場長（部長） 

川浦 勉 
エネルギー事業本部 

エネルギー供給部長 



新  役  職 氏  名 現  役  職 

営業本部 

関東中央支店第１部長 
木村 俊輔 

営業本部 

関東中央支店第１部上席課長 

営業本部 

東関東支店第２部長兼開発部長 
羽石 和則 

営業本部 

東関東支店開発部開発課上席課長 

コーポレート本部 

経営企画/ＩＲ部長 
松谷 理代 

コーポレート本部 

経営企画/ＩＲ部上席課長 

 

Ⅲ．主要子会社の人事異動 

1. 東彩ガス株式会社 

執行役員の異動（２０２３年５月下旬）  

新  役  職 氏  名 現  役  職 

退任 齋藤 豊 常務執行役員 

退任 吉野 章男 執行役員 

 

２．東日本ガス株式会社 

執行役員の異動（２０２３年５月下旬） 

新  役  職 氏  名 現  役  職 

退任 成塚 充大 執行役員 

退任 長峯 誠 執行役員 

 

３．北日本ガス株式会社 

代表取締役の異動（２０２３年５月下旬） 

新  役  職 氏  名 現  役  職 

退任 萩原 文男 代表取締役社長執行役員 

代表取締役社長執行役員 滝瀬 淳一 日本瓦斯株式会社 執行役員 

 

執行役員の異動（２０２３年５月下旬） 

新  役  職 氏  名 現  役  職 

退任 高橋 好弘 執行役員 

 

 

以 上 



【ご参考Ⅰ】 

２０２３年４月１日付の体制は次の通りとなります。         （下線部変更箇所） 

役  職  名 氏  名 担  当 

取締役会長執行役員 和田 眞治   

代表取締役社長執行役員 柏谷 邦彦   

代表取締役専務執行役員 渡辺 大乗 営業本部長 都市ガスグループ管掌 

代表取締役専務執行役員 吉田 恵一 エネルギー事業本部長 

社外取締役 井出 隆   

社外取締役 河野 哲夫   

常勤監査役 真中 健治   

社外監査役 山田 剛志   

社外監査役 中嶋 克久   

社外監査役 五味 祐子   

専務執行役員 鎌形 哲夫 営業本部東京支店長 

専務執行役員 清田 慎一 コーポレート本部長 

専務執行役員 土屋 友紀 営業本部副本部長 

常務執行役員 森下 淳一 
エネルギー事業本部副本部長 

エネルギー供給部管掌 

常務執行役員 佐藤 一郎 営業本部西関東支店長 

常務執行役員 岩谷 治樹 営業本部北関東支店長 

常務執行役員 尾作 恵一 コーポレート本部副本部長人事部管掌 

常務執行役員 鈴木 壮 営業本部南関東支店長 

執行役員 紫藤 武久 営業本部北関東支店開発部長 

執行役員 長岡 覚 営業本部関東中央支店第 5部長 

執行役員 滝瀬 淳一   

執行役員 鬼塚 浩二 営業本部営業企画部長 

執行役員 岩崎 陽子 コーポレート本部人事部長 

執行役員 新井 光雄 営業本部関東中央支店長 

執行役員 天野 鎮機 コーポレート本部総務部長 

執行役員 清水 靖博 営業本部電力事業部長 

執行役員 山岸 麻登佳 コーポレート本部経財部長 

執行役員 内山 賢一 営業本部東関東支店長 

 

 



【ご参考Ⅱ】 

２０２３年６月２７日開催の定時株主総会終了後に予定する体制は次の通りとなります。 

（下線部変更箇所） 

役  職  名 氏  名 担  当 

取締役会長執行役員 和田 眞治   

代表取締役社長執行役員 柏谷 邦彦   

代表取締役専務執行役員 渡辺 大乗 営業本部長 都市ガスグループ管掌 

代表取締役専務執行役員 吉田 恵一 エネルギー事業本部長 

社外取締役 山田 剛志 新任（社外監査役からの変更） 

社外取締役 里中 恵理子 新任 

常勤監査役 真中 健治   

社外監査役 中嶋 克久   

社外監査役 折原 隆夫 新任 

専務執行役員 鎌形 哲夫 営業本部東京支店長 

専務執行役員 清田 慎一 コーポレート本部長 

専務執行役員 土屋 友紀 営業本部副本部長 

常務執行役員 森下 淳一 
エネルギー事業本部副本部長 

エネルギー供給部管掌 

常務執行役員 佐藤 一郎 営業本部西関東支店長 

常務執行役員 岩谷 治樹 営業本部北関東支店長 

常務執行役員 尾作 恵一 コーポレート本部副本部長人事部管掌 

常務執行役員 鈴木 壮 営業本部南関東支店長 

執行役員 紫藤 武久 営業本部北関東支店開発部長 

執行役員 長岡 覚 営業本部関東中央支店第 5部長 

執行役員 鬼塚 浩二 営業本部営業企画部長 

執行役員 岩崎 陽子 コーポレート本部人事部長 

執行役員 新井 光雄 営業本部関東中央支店長 

執行役員 天野 鎮機 コーポレート本部総務部長 

執行役員 清水 靖博 営業本部電力事業部長 

執行役員 山岸 麻登佳 コーポレート本部経財部長 

執行役員 内山 賢一 営業本部東関東支店長 

 


