
プレスリリース 
 

 

1. 人事異動（平成 28 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 木村  真造  本社  監査室長  東日本支店長 

2 池辺  儀一  本社  供給販売部長 
本社  供給販売部  副部長  

兼  需給グループ長 

3 日野  晋吾  本社  営業推進部長 本社  供給販売部長 

4 松浦  幸男  
本社  ソラトＳＳ戦略部長  

【四国所在】 

本社  リテール統括部長 

【四国所在】 

5 寺田  征夫  東日本支店長 中日本支店  中部営業所長  

6 北川  博光  中国支店長 中日本支店  グループ長 

7 北村  秀和  四国事業所  生産・技術部長  
四国事業所  生産・技術部  

技術グループ長  

8 公文  英雄  山口事業所  製造部長 四国事業所  生産・技術部長  

9 土居  博文  太陽石油販売株式会社  転籍  中国支店長 

10 高橋  勇次  
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  操油部  操油グループ 

11 石塚  貴裕  本社  総務部  総務グループ長 
本社  営業企画部 

営業・物流企画グループ長  

12 福井  昭仁  
本社  環境安全部 

危機管理グループ長  

四国事業所  環境安全部 

保安グループ長  

13 鈴木  康司  本社  供給販売部  需給グループ長 四国支店  一グループ 

14 阿部  克弥太  
本社  供給販売部 

産業燃料グループ長  
日本地下石油備蓄株式会社  出向  

15 阿波井  重幸  

本社  ソラトＳＳ戦略部 

リテールサポートグループ長  

【四国所在】 

本社  リテール統括部 

ソラトＳＳ戦略グループ  

【四国所在】 

16 松原  英樹  

本社  ソラトＳＳ戦略部 

ＳＳ開発推進グループ長  

【四国所在】 

九州支店  グループ長 

17 谷原  秀人  
本社  営業推進部 

営業サポートグループ長  

本社  リテール統括部 

支店統括グループ長【四国所在】  

18 村上  敏夫  
本社  営業推進部 

物流企画グループ長  
本社  供給販売部  需給グループ 

 

 



No 氏名 新所属 現所属 

19 平山  武雄  東日本支店  グループ長 

本社  リテール統括部 

ソラトＳＳ戦略グループ長  

【四国所在】 

20 下田  正和  中日本支店  グループ長 四国支店  一グループ長 

21 近松  秀治  中日本支店  中部営業所長  中国支店  グループ長 

22 山川  哲央  中国支店  グループ長 
本社  営業企画部 

石油市場グループ長  

23 片山  知治  九州支店  グループ長 東日本支店  グループ長 

24 吉井  春樹  四国支店  グループ長 四国支店  一グループ 

25 今泉  幸一  
四国事業所  生産・技術部  

業務グループ長  

四国事業所  生産・技術部  

業務グループ 

26 高石  幸信  
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 

27 大森  好洋  
四国事業所  環境安全部 

保安グループ長  

四国事業所  環境安全部 

保安グループ 

28 小沢  克美  東日本支店 四国支店  二グループ長 

29 盛重  英治  
四国事業所  生産・技術部  

業務グループ 

四国事業所  生産・技術部  

業務グループ長  

30 佐藤  潤一  

日本地下石油備蓄株式会社  出向  

【本社  業務課長代理 

兼  技術課長代理】 

本社  供給販売部 

産業燃料グループ長  

 

２．兼務（平成 28 年 4 月 1 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 磯村  尚史  

執行役員  山口事業所長 

兼  山口事業所  総務部長  

兼  山口事業所  生産・技術部長 

山口事業所  製造部長 

 

３．兼務解除（平成 28 年 3 月 31 日付） 

No 氏名 新所属 現所属 

1 中山  信二  本社  総務部長  
本社  総務部長  

兼  本社  総務部  総務グループ長  

2 森田  安彦  本社  環境安全部長 

本社  環境安全部長 

兼  本社  環境安全部  

危機管理グループ長  

 


