
2020年 3月 12日 

  

 

                      今治市南大門町二丁目 2番地の 4 

四 国 ガ ス 株 式 会 社 

                        

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

 当社（社長 片山泰志）は、2020年 4月 1日付の組織変更と人事異動を決定

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１.組織変更の目的及び内容 

（１）目的 

改正ガス事業法への対応及びお客さまセンター稼働に伴う新部署の設置、エネル

ギー営業部門の強化などを目的として組織変更を実施いたします。 

 

（２）内容 

  ① 導管計画部に「供給設備グループ」と「保安グループ」を設置します。これに

より、営業本部の「お客さまサービスグループ」を廃止するとともに、その一部

の業務を導管計画部に移管します。また、「情報システム部」を営業本部から  

管理本部へ移管します。 

 

② 2020 年 6 月の本番稼働に向けて、人材教育等の事前準備が本格化するため、  

営業本部に「お客さまセンター」を設置します。 

 

③ 業務用・産業用のお客さまへの営業力を強化するために、松山支店、高知支店、

徳島支店、高松支店、丸亀支店に「エネルギー営業グループ」を設置します。 

    

〈組織図は別紙の通り〉 

 

２.人事異動 

〈別紙の通り〉 
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1.執行役員 2020年4月1日付

氏名

執行役員　管理本部　企画部長兼情報システム部長 瀧口　透 執行役員　管理本部　企画部長

2.一般職員 2020年4月1日付

氏名

管理本部 情報システム部 課長 高橋　哲也 営業本部 情報システム部 課長

管理本部 総合研究研修所 課長 橋田　祥和 管理本部 総合研究研修所 課長技術研究グループマネージャー

営業本部 リビング営業部 部長心得　お客さまセンター長 新谷　竜司 営業本部 リビング営業部 部長心得

営業本部 リビング営業部 課長営業企画グループマネージャー 中岡　幸仁 営業本部 徳島支店 課長営業推進グループマネージャー

営業本部 リビング営業部 課長営業推進グループマネージャー 宮内　康成 営業本部 リビング営業部 課長心得営業推進グループマネージャー

営業本部 お客さまセンター 課長 八木　俊裕 管理本部 企画部 課長（お客さまセンター準備室長）

導管本部 導管計画部 次長　供給設備グループマネージャー 白石　真 導管本部 導管計画部 次長

生産本部 生産技術部 課長 楠　克海 生産本部 高松支店 課長生産グループマネージャー

営業本部 今治支店 支店長代理　営業グループマネージャー 野藤　哲郎 営業本部 今治支店 支店長代理　営業推進グループマネージャー

松山支店 次長 秦　敏文 松山支店 次長　営業推進グループマネージャー

導管本部 松山支店 課長供給設備グループマネージャー 渡辺　規正 導管本部 松山支店 課長導管グループマネージャー

導管本部 松山支店 課長保安グループマネージャー 北川　聖二 営業本部 松山支店 課長お客さまサービスグループマネージャー

2020年4月1日付人事異動

新職 現職

新職 現職



氏名新職 現職

生産本部 松山支店 支店長代理　生産グループマネージャー 角一　孝博 生産本部 徳島支店 支店長代理　生産グループマネージャー

営業本部 宇和島支店 支店長代理　営業グループマネージャー 山口　洋介 営業本部 宇和島支店
支店長代理　営業推進グループマネージャー
お客さまサービスグループマネージャー

導管本部 宇和島支店 課長供給・保安グループマネージャー 土居　信介 導管本部 宇和島支店
課長導管グループマネージャー　生産グループマ
ネージャー

高知支店 次長　エネルギー営業グループマネージャー 木村　昌人 高知支店 次長

管理本部 高知支店 支店長代理　業務グループマネージャー 武田　圭司 管理本部 高知支店 課長業務グループマネージャー

導管本部 高知支店 課長供給設備グループマネージャー 守田　伊俊 導管本部 高知支店 課長導管グループマネージャー

導管本部 高知支店 課長保安グループマネージャー 谷　昭徳 営業本部 高知支店 課長お客さまサービスグループマネージャー

導管本部 徳島支店 支店長代理　供給設備グループマネージャー 川田　桂輔 営業本部 徳島支店 支店長代理　導管グループマネージャー

導管本部 徳島支店 課長保安グループマネージャー 西村　治 営業本部 徳島支店 課長お客さまサービスグループマネージャー

管理本部 高松支店 課長業務グループマネージャー 和泉　敬之 管理本部 経理資材部 課長経理グループマネージャー

営業本部 高松支店 課長リビング営業グループマネージャー 曽田　芳之 営業本部 高松支店 課長営業推進グループマネージャー

営業本部 高松支店 課長エネルギー営業グループマネージャー 大西　昭司 営業本部 丸亀支店 課長心得お客さまサービスグループマネージャー

導管本部 高松支店 課長供給設備グループマネージャー 吉井　公健 導管本部 高松支店 課長導管グループマネージャー

導管本部 高松支店 支店長代理　保安グループマネージャー 山地　和行 営業本部 高松支店 支店長代理　お客さまサービスグループマネージャー　

導管本部 丸亀支店 課長供給設備グループマネージャー 西山　宏 導管本部 丸亀支店 課長導管グループマネージャー


