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2020 年 2 月 25 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． 役員人事（2020 年 4 月 1 日付） 

 

❒兼務発令（担当部門については 2020 年 2 月 4 日既報） 

新 担当部門（兼務部長） 氏  名 現 担当部門 備考 

執行役員 

四国事業所副所長 

製造部、操油部、生産・技術部、 

環境安全部 

（環境安全部長） 

松浦 孝寿 執行役員 

経営企画部、製造技術部担当 

（製造技術部長）  

執行役員 

山口事業所長 

（総務部長、生産･技術部長） 

公文 英雄 執行役員 

山口事業所長 

（総務、生産･技術部長） 

 

執行役員 

需給部、石油事業部 

（石油事業部長） 

日野 晋吾 執行役員 

需給部、直需事業開発部担当 

（直需事業開発部長） 

 

執行役員 

四国事業所副所長 

総務部、工務部 

（工務部長） 

檜垣 昌司 理事 

四国事業所副所長 

（工務部長） 

 

執行役員 

販売統括部、物流部、支店 

（販売統括部長） 

北島 隆広 販売統括部長  

執行役員 

化学品部、国際営業部 

（化学品部長） 

尾崎 正典 化学品部長 

 

 

２． 管理職（2020 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 田淵 祐輔 
本社  法務・審査部長 

兼  グループ長  

本社  法務・審査部  副部長  

兼  グループ長   

2 鈴木 崇志 本社  人事部長  本社  法務・審査部長 
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3 津田 隆久 本社  製造技術部長 本社  製造技術部  グループ長 

4 北村 秀和 本社  環境安全部長 
四国事業所  副所長 

兼  環境安全部長 

5 由井 直之 
本社  国際営業部  副部長  

兼  グループ長  

タイヨー・インターナショナル・  

プライベート・リミテッド  出向  

【マネージング・ディレクター】  

6 森田  篤 本社  物流部長【四国事業所所在】 本社  ソラトＳＳ推進部長  

7 福井 昭仁 
技術教育統括部長  

【四国事業所所在】  
本社  環境安全部長 

8 原  隆晃 
本社  人事部  グループ長  

【四国事業所所在】  

本社  人事部  人事グループ長 

【四国事業所所在】  

9 木村 博昭 本社  財務部  経理グループ長 

本社  財務部  

経理サポートグループ長  

【四国事業所所在】  

10 畦地 圭介 本社  人財育成部  グループ長 
本社  人財育成部 

人財育成グループ長  

11 宮田 富弘 

本社  財務部  

経理サポートグループ長  

【四国事業所所在】  

本社  財務部  経理グループ  

12 越智  敬 本社  製造技術部  グループ長 
四国事業所  生産・技術部  

技術グループ 

13 大森 好洋 本社  環境安全部  グループ長 
本社  環境安全部 

環境安全グループ長  

14 伊藤 慎作 本社  システム部  グループ長 本社  システム部 

15 脇  隆人 本社  化学品部  グループ長  本社  化学品部  一グループ長 

16 谷原 秀人 本社  需給部  グループ長  中国支店  グループ長 

17 吉井 春樹 
本社  販売統括部 

販売戦略グループ長  
四国支店  グループ長 

18 阿波井  重幸  
本社  販売統括部 

リテール企画グループ長  

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  

19 鈴木 康司 
本社  物流部  受注センター長 

【四国事業所所在】  
本社  需給部  国内需給グループ長 

20 村上 敏夫 
本社  物流部  物流企画グループ長

【四国事業所所在】  

本社  販売統括部 

物流企画グループ長  
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21 下田 正和 本社  石油事業部  直需グループ長 
本社  直需事業開発部 

直需グループ長  

22 平山 武雄 
本社  石油事業部 

ソラト販売グループ長  

本社  ソラトＳＳ推進部 

ソラト販売グループ長  

23 近松 秀治 
本社  石油事業部 

沖縄総合事務所長  

本社  直需事業開発部 

沖縄総合事務所長  

24 松原 英樹 中国支店  グループ長 
本社  販売統括部 

販売戦略グループ長  

25 関谷 岳彦 四国支店  グループ長 中国支店 

26 田中 幸治 
四国事業所  操油部  操油グループ  

副グループ長 

四国事業所  製造部 

製造二グループ  

27 鳥海  奈保子  
技術教育統括部  グループ長  

【四国事業所所在】  
山口事業所  環境安全部 

28 平野 雅彦 
本社  システム部 

【四国事業所所在】  

本社  システム部  グループ長 

【四国事業所所在】  

29 吉田 敬行 本社  新規事業室 

本社  人財育成部 

教育推進グループ長  

【四国事業所所在】  

30 小田 直樹 本社  新規事業室 本社  化学品部  二グループ長 

31 中原 誉晃 本社  新規事業室 
本社  環境安全部 

危機管理グループ長  

32 米田 周作 技術教育統括部【四国事業所所在】 

本社  人財育成部 

教育推進グループ  

【四国事業所所在】  

33 松井 恒二 

タイヨー・インターナショナル・  

プライベート・リミテッド  出向  

【マネージング・ディレクター】  

本社  国際営業部 

国際需給グループ長  

34 山本 圭介 日本地下石油備蓄株式会社  出向  
本社  需給部  受注センター長 

【四国事業所所在】  

 

３． 兼務解除（2020 年 3 月 31 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

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

2 三宅  忍 
四国事業所  工務部 

工務グループ長  

四国事業所  工務部 

工務グループ長  

兼  山口事業所  工務部  

3 矢野 正章 
四国事業所  工務部 

計電グループ長  

四国事業所  工務部 

計電グループ長  

兼  山口事業所  工務部  
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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

：

：

：

：


