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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、2022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 

四国ガスグループの経営基盤強化を図りつつ、ガス事業に留まらない多面的な事

業を構築し、2050年カーボンニュートラルをはじめとするエネルギー業界を取り巻

く環境変化に対応していくことを目的として、組織変更を実施いたします。 

 

（２）内容 

   将来に向けた柔軟な戦略を検討する部署として、企画部を経営企画部に変更し、 

経営企画部内に経営企画グループとイノベーション推進グループを設置する。 

 

〈組織図は別紙の通り〉 

 

２.人事異動 

〈別紙の通り〉 

以上 
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生産G
エネルギー営業G 保安G

業務G リビング営業G 供給設備G
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今治支店
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資材G

保安G

経理資材部 お客さまセンター

経営企画部 リビング営業部 導管計画部

管理本部 営業本部 導管本部 生産本部

生産技術部

経営会議

本部長会議

経営組織図（2022年4月1日～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査等委員会 会長・社長

取締役会



２０２２年４月１日付

本部 部店所 役職 本部 部店所 役職

管理本部 経営企画部 部長兼情報システム部長 柚山　明裕 管理本部 企画部 部長兼情報システム部長

課長経営企画グループマネージャー 井関　貴 管理本部 企画部 課長（新規事業推進室長）

課長イノベーション推進グループマネージャー 山﨑　一城 管理本部 企画部 課長代理（新規事業推進室担当）

経理資材部 次長資材グループマネージャー 麻生　浩明 管理本部 経理資材部 課長資材グループマネージャー

課長経理グループマネージャー 野口　孝史 管理本部 経理資材部 資材グループ課長代理

総務部 理事　部長秘書グループマネージャー 市来　賢一 管理本部 総務部 理事　部長人事グループマネージャー

課長庶務グループマネージャー 井上　雅仁 管理本部 総務部
課長庶務グループマネージャー
兼広報グループマネージャー

課長広報グループマネージャー 森　美紀子 管理本部 総務部 秘書グループ課長代理（兼　広報担当）

課長人事グループマネージャー 山本　大介 管理本部 総務部 人事グループ課長代理

総務部付 次長待遇　四国ガス燃料株式会社出向 八塚　俊介 管理本部 総務部 次長秘書グループマネージャー

次長待遇　四国ガス産業株式会社出向 森　啓二 管理本部 松山支店 課長業務グループマネージャー

総合研究研修所 所長 木村　昌人 高知支店 次長

営業本部 お客さまセンター 課長 國見　直史 営業本部 お客さまセンター 課長代理

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

課長業務用グループマネージャー 古岩　聖史 営業本部 松山支店 課長エネルギー営業グループマネージャー

課長産業用グループマネージャー 金子　晃生 営業本部 エネルギー営業部 産業用グループ課長代理

生産本部 生産技術部 次長 時政　和彦 生産本部 生産技術部 課長

課長 鈴木　智也 生産本部 生産技術部 課長代理

管理本部 今治支店 課長業務グループマネージャー 井門　靖典 管理本部 丸亀支店 業務グループ課長代理

営業本部 課長営業グループマネージャー 八木　心一 導管本部 今治支店 課長供給・保安グループマネージャー

導管本部 課長供給・保安グループマネージャー 藤井　芳充 導管本部 導管計画部 保安グループ課長代理

生産本部 課長生産グループマネージャー 守田　伊俊 導管本部 高知支店 課長供給設備グループマネージャー

松山支店 次長 濱口　正和 営業本部 エネルギー営業部 課長業務用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 石原　崇 営業本部 リビング営業部 営業企画グループ課長代理

人　事　異　動

新所属

氏名

現所属



２０２２年４月１日付

本部 部店所 役職 本部 部店所 役職

新所属

氏名

現所属

営業本部 松山支店 課長リビング営業グループマネージャー 花崎　一郎 営業本部 高松支店 エネルギー営業グループ課長代理

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

リビング営業グループ課長 武智　英治 営業本部 今治支店 営業グループ課長

リビング営業グループ課長 竹葉　和久 営業本部 松山支店 リビング営業グループ課長　ピポット松山館長

営業本部 宇和島支店 課長営業グループマネージャー 三好　貴文 営業本部 松山支店 リビング営業グループ課長代理

導管本部 課長供給・保安グループマネージャー 山本　和幸 導管本部 丸亀支店 供給設備グループ課長代理

高知支店 次長 大沢　昌弘 営業本部 松山支店 課長リビング営業グループマネージャー

管理本部 業務グループ課長 伊藤　慎哉 管理本部 経理資材部 課長経理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 土居　信介 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

丸亀支店 次長 山地　和行 丸亀支店 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 大山　晃人 管理本部 高松支店 業務グループ課長代理

営業本部 課長リビング営業グループマネージャー 岩越　久和 営業本部 丸亀支店 エネルギー営業グループ課長代理

導管本部 課長供給設備グループマネージャー 山内　常裕 導管本部 丸亀支店 課長保安グループマネージャー

課長保安グループマネージャー 吉井　公健 導管本部 丸亀支店 課長供給設備グループマネージャー

供給設備グループ課長 三倉　泰英 営業本部 丸亀支店 課長リビング営業グループマネージャー




