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2021 年 2 月 22 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 

 

管理職（2021 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 大西 和宏 
四国事業所 副所長 

兼 生産・技術部長 
四国事業所 生産・技術部長 

2 北村 秀和 本社 環境安全・品質管理部長 本社 環境安全部長 

3 新町 潤 本社 化学品部長 本社 化学品部 副部長 

4 山川 哲央 本社 新規事業室長 四国支店長 

5 近松 秀治 中国支店長 本社 石油事業部 沖縄総合事務所長 

6 北川 博光 四国支店長 中国支店長 

7 渡部 裕一 四国事業所 総務部長 
四国事業所 総務部 副部長 

兼 総務グループ長 

8 三宅 忍 四国事業所 工務部長 四国事業所 工務部 工務グループ長 

9 津田 隆久 
本社 環境安全・品質管理部  

副部長 
本社 製造技術部長 

10 吉井 春樹 
本社 販売統括部 副部長 

兼 販売戦略グループ長 

本社 販売統括部 

販売戦略グループ長 

11 山本 幸司 四国事業所 製造部 副部長 
四国事業所 製造部 

製造三グループ長 

12 渡部 慎一 
四国事業所 生産・技術部 

副部長 兼 生産管理グループ長 

四国事業所 生産・技術部 

試験研究グループ長 

13 高石 幸信 四国事業所 環境安全部 副部長 四国事業所 製造部 副部長 
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14 藤田 精一郎 本社 新規事業室付 本社 新規事業室長 

15 永井 俊徳 四国事業所 総務部付 四国事業所 総務部長 

16 芝田 浩規 
本社 経営企画部  

企画グループ長 

四国事業所 生産・技術部 

生産管理グループ長 

17 添田 美彦 
本社 経営企画部 

サステナビリティ推進グループ長 
本社 経営企画部 企画グループ長 

18 曽我 卓司 
本社 環境安全・品質管理部 

グループ長 
山口事業所 生産・技術部 

19 田中 一平 本社 新規事業室 グループ長 本社 人事部 

20 花松 真人 
本社 石油事業部 

沖縄総合事務所長 

本社 石油事業部 

ソラト販売グループ 

21 森田 和祥 
四国事業所 総務部  

総務グループ長 
本社 需給部 

22 小泉 秀一 
四国事業所 製造部  

製造二グループ長 

四国事業所 製造部 

製造二グループ 係長 

23 渡部 仁 
四国事業所 製造部  

製造三グループ長 

四国事業所 製造部 

製造二グループ長 

24 越智 敬 
四国事業所 生産・技術部 

試験研究グループ長 
本社 製造技術部 グループ長 

25 渡部 恭史 
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 係長 

26 陸野 亮二 
四国事業所 製造部 

製造一グループ 副グループ長 
四国事業所 製造部 製造三グループ 

27 遠藤 健也 
四国事業所 製造部 

製造三グループ 副グループ長 

四国事業所 製造部 

製造一グループ 副グループ長 

28 小田 直紀 本社 人財育成部 本社 新規事業室 

29 大森 好洋 本社 新規事業室 本社 環境安全部 グループ長 

30 森  猛 本社 新規事業室【沖縄所在】 本社 新規事業室 グループ長 

31 松浦 崇夫 
四国事業所 生産・技術部 

試験研究グループ 

四国事業所 生産・技術部 

試験研究グループ 副グループ長 

 

以 上  
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【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

koho@mail.taiyooil.co.jp

担当

電話

FAX

メール

：

：

：

：


