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2019 年 2 月 19 日 

報道関係 各位  

太陽石油株式会社  

 

 

人事異動について 

 

当社は、下記の通り、人事異動を行いますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１．管理職（2019 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 稲田 文 本社  監査室長  
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【菊間事業所  総務課長】  

2 石塚 貴裕 本社  総務部長  兼  総務グループ長  本社  総務部  総務グループ長 

3 門田 晴雄 
本社  人財育成部長 

兼  人財育成グループ長 

本社  人事部  技術教育センター長 

【四国事業所所在】  

4 松澤  直 本社  財務部長  兼  経理グループ長  本社  財務部  経理グループ長 

5 石川 純一 
本社  経営企画部長 

兼  管理グループ長 
本社  経営企画部  企画グループ長 

6 福井 昭仁 本社  環境安全部長 
本社  環境安全部 

危機管理グループ長  

7 北島 隆広 本社  販売統括部長 九州支店長 

8 片山 知治 九州支店長 九州支店  グループ長 

9 眞鍋 邦昭 四国事業所  製造部長 四国事業所  製造二部長 

10 村上 弘光 四国事業所  操油部長 
四国事業所  生産・技術部  副部長  

兼  生産管理グループ長 

11 安村 正憲 山口事業所  製造部長 山口事業所  製造部  グループ長 

12 佐々木 誠 山口事業所  工務部長 

四国事業所  工務部 

工務グループ長  

兼  山口事業所  工務部  
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13 陸野 貴司 
太陽テクノサービス株式会社  出向  

【代表取締役社長就任予定】  
四国事業所  操油部長 

14 福本 政則 
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【菊間事業所  副所長】 
四国事業所  製造一部長 

15 高石 幸信 四国事業所  製造部  副部長  
四国事業所  生産・技術部  

技術グループ長  

16 石川  智 四国事業所  工務部  副部長  
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【本社  技術課長】 

17 細井 弘道 本社  財務部付  本社  財務部長  

18 奥嶋 康久 四国事業所  工務部付 
南西石油株式会社  出向  

【工務部長】 

19 秋山 和彦 山口事業所  工務部付 山口事業所  工務部長 

20 西本 悦二 
太陽テクノサービス株式会社  出向  

【顧問就任予定】  

太陽テクノサービス株式会社  出向  

【代表取締役社長】  

21 吉田 敬行 

本社  人財育成部 

教育推進グループ長  

【四国事業所所在】  

本社  化学品部  二グループ長 

22 添田 美彦 本社  経営企画部  企画グループ長 本社  経営企画部  管理グループ長 

23 津田 隆久 本社  製造技術部  グループ長 山口事業所  総務部  グループ長 

24 中原 誉晃 
本社  環境安全部 

危機管理グループ長  

本社  環境安全部 

環境安全・品質グループ  

25 小田 直紀 本社  化学品部  二グループ長 本社  化学品部  二グループ  

26 下田 正和 
本社  直需事業開発部 

直需グループ長  

中日本支店  グループ長 

兼  中部営業所長 

27 新階  司 中日本支店  グループ長 中日本支店 

28 川城 敏彰 九州支店  グループ長 九州支店 

29 渡部 敏正 
四国事業所  総務部 

購買グループ長  
四国事業所  総務部  購買グループ 

30 松田  健太郎  
四国事業所  生産・技術部  

技術グループ長  

四国事業所  生産・技術部  

技術グループ 

31 芝田 浩規 
四国事業所  生産・技術部  

生産管理グループ長  

四国事業所  生産・技術部  

生産管理グループ  
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32 三宅  忍 

四国事業所  工務部 

工務グループ長  

兼  山口事業所  工務部  

四国事業所  総務部 

購買グループ長  

33 豊嶋 陽司 
四国事業所  環境安全部 

保安グループ長  

四国事業所  製造一部 

製造一グループ  

34 漆谷 英司 山口事業所  総務部  グループ長 
四国事業所  環境安全部 

保安グループ長  

35 中馬  光太郎  山口事業所  製造部  グループ長 山口事業所  製造部  副グループ長 

36 阿部  克弥太  旭陽タンカー株式会社  出向  
本社  供給販売部 

産業燃料グループ長  

37 深田 敦之 
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【本社  技術課長】 

四国事業所  工務部  工務グループ 

兼   技術教育センター 

【四国事業所所在】  

38 盛重 英治 
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【本社  業務課長代理】 

太陽テクノサービス株式会社  出向  

【海務部】 

39 羽藤 雅史 
四国事業所  工務部 

工務グループ  係長 
四国事業所  工務部  工務グループ 

40 吉川 民平 中日本支店 中日本支店  中部営業所 

 

２．兼務（2019 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 阿波井  重幸  

本社  ソラトＳＳ推進部 

販売促進グループ長  

兼  リテール企画グループ長  

本社  ソラトＳＳ戦略部 

販売促進グループ長  

 

３．兼務解除（2019 年 3 月 31 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 平山 武雄 
本社  ソラトＳＳ戦略部 

リテールサポートグループ長  

本社  ソラトＳＳ戦略部 

リテールサポートグループ長  

兼  ＳＳ開発グループ長 

 

以 上  

 

【本件に関するお問い合せ先】

太陽石油(株) 総務部CSR推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ

坂本

03-5521-9862

03-3508-0183

kn_sakamoto@mail.taiyooil.co.jp

担当

電話

FAX

メール

：

：

：

：


