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⼈事異動のお知らせ 
 

 

別紙資料のとおり、2021 年 4 ⽉ 1 ⽇付の⼈事異動が決定いたしましたのでお知らせ   

いたします。 

 



２０２１年４月１日付

本部 部店所 役職 本部 部店所 役職

管理本部 企画部 部長兼情報システム部長 柚山　明裕 管理本部 企画部 部長心得兼情報システム部長心得

課長（新規事業推進室長） 井関　貴 営業本部 エネルギー営業部 産業用グループ課長代理

経理資材部 課長経理グループマネージャー 伊藤　慎哉 管理本部 経理資材部 課長心得経理グループマネージャー

総務部 部長人事グループマネージャー 市来　賢一 管理本部 総務部 部長心得人事グループマネージャー

営業本部 リビング営業部 部長兼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　お客さまセンター長

エネルギー営業部 課長産業用グループマネージャー 近藤　直義 営業本部 エネルギー営業部 課長心得産業用グループマネージャー

導管本部 導管計画部 部長 白石　真 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

課長供給設備グループマネージャー 濱田　光男 導管本部 導管計画部 供給設備グループ課長代理

課長保安グループマネージャー 菊池　章俊 導管本部 導管計画部 課長心得保安グループマネージャー

生産本部 生産技術部 課長 時政　和彦 管理本部 企画部 課長（新規事業推進室長）

営業本部 今治支店

営業グループ課長 武智　英治 営業本部 今治支店 営業グループ専任課長

導管本部

松山支店 次長 久保　真 高松支店 副支店長

営業本部

リビング営業グループ課長　ピポット松山館長 竹葉　和久 管理本部 総務部付 課長待遇　四国ガス産業株式会社出向

課長エネルギー営業グループマネージャー 古岩　聖史 営業本部 松山支店 課長心得エネルギー営業グループマネージャー

導管本部

課長心得リビング営業グループマネージャー　松山
支店保安業務監督者（ガス小売事業者）

供給設備グループ課長代理

課長心得供給・保安グループマネージャー　今治支
店ガス主任技術者（支店及び導管担当）

人　事　異　動

新所属

氏名

現所属

課長営業グループマネージャー　今治支店保安業務
監督者（ガス小売事業者）

野藤　哲郎 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　今治支店
保安業務監督者（ガス小売事業者）

課長供給・保安グループマネージャー　今治支店ガ
ス主任技術者（支店及び導管担当）

八木　心一 導管本部 今治支店

課長リビング営業グループマネージャー　松山支店
保安業務監督者（ガス小売事業者）

大沢　昌弘 営業本部 松山支店

課長供給設備グループマネージャー　松山支店
ガス主任技術者（導管担当）

中澤　宏紀 導管本部 松山支店



本部 部店所 役職 本部 部店所 役職

新所属

氏名

現所属

生産本部 松山支店

管理本部 宇和島支店 課長業務グループマネージャー 西岡　隆充 管理本部 松山支店 業務グループ課長代理

営業本部

生産本部

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

管理本部 課長業務グループマネージャー 河野　博昭 管理本部 丸亀支店 課長心得業務グループマネージャー

営業本部

課長エネルギー営業グループマネージャー 矢野　浩司 営業本部 松山支店 エネルギー営業グループ課長代理

徳島支店 次長 高木　英二 徳島支店 次長　業務グループマネージャー

管理本部 課長業務グループマネージャー 武田　圭司 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

営業本部
課長リビング営業グループマネージャー　徳島支店
保安業務監督者（ガス小売事業者）

高原　英隆 営業本部 徳島支店
課長心得リビング営業グループマネージャー　徳島
支店保安業務監督者（ガス小売事業者）

課長エネルギー営業グループマネージャー 塩崎　友亮 営業本部 エネルギー営業部 業務用グループ課長代理

導管本部
課長供給設備グループマネージャー　徳島支店ガス
主任技術者（支店及び導管担当）

熊谷　覚 導管本部 徳島支店 保安グループ課長代理

課長保安グループマネージャー 伊達　浩司 営業本部 徳島支店 課長心得エネルギー営業グループマネージャー

生産本部

高松支店

課長生産グループマネージャー　松山工場ガス主任
技術者

高取　和幸 生産本部 徳島支店
課長心得生産グループマネージャー　徳島工場ガス
主任技術者

課長リビング営業グループマネージャー　高知支店
保安業務監督者（ガス小売事業者）

釣井　仁志 営業本部 高知支店

課長営業グループマネージャー　宇和島支店保安業
務監督者（ガス小売事業者）

山口　洋介 営業本部

課長生産グループマネージャー　宇和島工場ガス主
任技術者

千代　味智也 生産本部

課長心得リビング営業グループマネージャー　高知
支店保安業務監督者（ガス小売事業者）

支店長代理　営業グループマネージャー　宇和島支
店保安業務監督者（ガス小売事業者）

宇和島支店
課長心得生産グループマネージャー　宇和島工場ガ
ス主任技術者

宇和島支店

課長生産グループマネージャー　坂出工場ガス主任
技術者

次長 渡邊　規正 導管本部 松山支店
課長供給設備グループマネージャー　松山支店ガス
主任技術者（導管担当）

課長生産グループマネージャー　徳島工場ガス主任
技術者

渡邊　繁 生産本部 丸亀支店



本部 部店所 役職 本部 部店所 役職

新所属

氏名

現所属

導管本部 高松支店
課長供給設備グループマネージャー　高松支店ガス
主任技術者（導管及び中森供給所担当）

西山　宏 導管本部 丸亀支店
課長供給設備グループマネージャー　丸亀支店ガス
主任技術者（支店・導管及び善琴供給所担当）

課長保安グループマネージャー 石丸　鉄也 営業本部 高松支店 リビング営業グループ課長代理

生産本部

丸亀支店 次長　業務グループマネージャー 山地　和行 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

営業本部

課長エネルギー営業グループマネージャー 岩手　稔幸 営業本部 丸亀支店 課長心得エネルギー営業グループマネージャー

導管本部
課長供給設備グループマネージャー　丸亀支店ガス
主任技術者（支店・導管及び善琴供給所担当）

吉井　公健 導管本部 高松支店
課長供給設備グループマネージャー　高松支店ガス
主任技術者（導管及び中森供給所担当）

課長保安グループマネージャー 山内　常裕 導管本部 丸亀支店 課長心得保安グループマネージャー

生産本部

課長生産グループマネージャー　高松工場ガス主任
技術者　高松工場高圧ガス販売主任者

姫野　哲也 生産本部 高松支店

課長生産グループマネージャー　坂出工場ガス主任
技術者

課長リビング営業グループマネージャー　丸亀支店
保安業務監督者（ガス小売事業者）

三倉　泰英 営業本部 丸亀支店

課長心得生産グループマネージャー　高松工場ガス
主任技術者　高松工場高圧ガス販売主任者

課長心得リビング営業グループマネージャー　丸亀
支店保安業務監督者（ガス小売事業者）

角一　孝博 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　松山工場
ガス主任技術者


