
 

 

広報部広報グループ 〒100-8162 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号 TEL:03-6275-5046 

 

２０１４年５月９日 

各 位 

 

役員等の人事異動について 

 

当社（社長：一色 誠一）の役員等の人事異動につきまして、下記の通り、お知らせいたします。 

 なお、取締役および監査役の異動については、本年６月２６日に開催予定の定時株主総会および 

取締役会において、正式に決定いたします。 
 
 

記 
 
 

１．代表取締役の異動（※本年 4月 21日に発表済み） 

日 付 氏 名 現 新 

※ 

6月 26日 

 

杉森 務 

取締役 常務執行役員 

総合企画部・経理部・ 

情報システム部管掌 

代表取締役社長 社長執行役員 

 

２．取締役および取締役を兼務する執行役員の異動 

（１）新任、委嘱する職の変更等 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 内島 一郎 

 

 

ＪＸホールディングス（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐 

（秘書室、CSR推進部、 

水島安全監査室、総合企画部、  

経理部、人事部、広報部、    

情報システム部、総務部） 

6月 26日 中野 治雄 

常務執行役員 

機能化学品カンパニー・ 

プレジデント 

取締役 常務執行役員 

機能化学品カンパニー・ 

プレジデント 

 

 

 

 



 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 荒木 康次 

常務執行役員 

潤滑油企画部・潤滑油需給部・  

潤滑油販売部管掌 

取締役 常務執行役員 

潤滑油企画部・潤滑油需給部・ 

潤滑油販売部管掌 

6月 26日 細井 裕嗣 

常務執行役員 

原油外航部・需給部・物流管理部 

管掌 

取締役 常務執行役員 

原油外航部・需給部・物流管理部 

管掌 

6月 26日 佐藤 宏之 

常務執行役員 

基礎化学品部・アロマ部・ 

ウルサンＰＸプロジェクト推進室

管掌 

取締役 常務執行役員 

基礎化学品部・アロマ部管掌 

※ウルサンＰＸプロジェクト推進

室は６月 23日限りで廃止。 

 

（２）退任 

日 付 氏 名 現  退任後の予定 

6月 26日 一色 誠一 
代表取締役社長 

社長執行役員 

 

 

顧問 

※本年４月 21日に発表済み。 

6月 26日 内田 幸雄 

取締役 副社長執行役員 

社長補佐（CSR 推進部、水島安全 

監査室、総合企画部、経理部、   

人事部、広報部、情報システム部、  

総務部） 

 

 

 

ＪＸホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

 

6月 26日 加賀美 和夫 

取締役 常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・水島安全監査室・ 

人事部・広報部・総務部管掌 

 

 

東邦チタニウム（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

 

6月 26日 三宅 俊作 

取締役 常務執行役員 

産業燃料部・石炭事業部・ 

ガス事業部管掌 

 

 

ＪＸ日鉱日石開発（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

 

6月 26日 髙橋 章次 
取締役 常務執行役員 

販売部・リテール販売部管掌 

 

 

 

２ 



３．監査役の異動 

（１）新任 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 松尾 博一 
ＪＸ日鉱日石ビジネスサービス（株） 

代表取締役社長 
監査役（常勤） 

6月 26日 瀬戸川 隆 
常務執行役員 

東南アジア事業開発部管掌 

監査役（非常勤） 

ＪＸホールディングス(株) 

常勤監査役 

 

（２）退任 

日 付 氏 名 現 

6月 26日 森田 憲司 監査役（常勤） 

6月 26日 田渕 秀夫 監査役（非常勤） 

 

４．取締役を兼務しない執行役員の異動 

（１）新任、委嘱する職の変更等 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 野呂 隆 常務執行役員 大分製油所長 常務執行役員 根岸製油所長 

6月 26日 大髙 禎夫 常務執行役員 根岸製油所長 常務執行役員 水島製油所長 

6月 26日 山口 益弘 

常務執行役員 

管掌役員補佐（電気事業部、 

新エネルギー事業部） 

常務執行役員 

CSR推進部・水島安全監査室・ 

広報部・情報システム部・総務部 

管掌 

6月 26日 花谷 清 執行役員 販売部長 
常務執行役員 

販売部・リテール販売部管掌 

6月 26日 原 享 

 

ＪＸホールディングス(株) 

執行役員 

 

常務執行役員 

産業燃料部・石炭事業部・ 

ガス事業部管掌 

 
 
 
 

３ 



 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 岩井 清祐 執行役員 広報部長 

常務執行役員 

秘書室・総合企画部・経理部・ 

人事部管掌 

6月 26日 五十嵐 仁一 執行役員 中央技術研究所長 常務執行役員 中央技術研究所長 

6月 26日 加藤 仁 執行役員 人事部長 
常務執行役員 

東南アジア事業開発部管掌 

6月 20日 佐倉 匡 
執行役員 

管掌役員補佐（製造部、技術部） 
執行役員 川崎製造所長 

6月 26日 保谷 尚登 潤滑油企画部長 執行役員 潤滑油企画部長 

6月 26日 権田 昌二 ガス事業部長 執行役員 ガス事業部長 

6月 26日 河西 隆英 
機能化学品カンパニー・ 

バイスプレジデント 

執行役員 

機能化学品カンパニー・ 

バイスプレジデント 

6月 26日 岩瀬 淳一 技術部長 執行役員 技術部長 

6月 26日 鈴木 匠 北海道支店長 執行役員 関東第２支店長 

6月 26日 湯原 尚一郎 東南アジア事業開発部長 
執行役員 

東南アジア事業開発部長 

6月 26日 上野 英俊 仙台製油所長 執行役員 仙台製油所長 

 
 

（２）退任 

日 付 氏 名 現  退任後の予定 

6月 25日 瀬戸川 隆 
常務執行役員 

東南アジア事業開発部管掌 
 

監査役（非常勤） 

ＪＸホールディングス(株) 

常勤監査役 

6月 23日 田中 和幸 
常務執行役員 

ウルサンＰＸプロジェクト推進室長 
 

上五島石油備蓄(株) 

代表取締役社長 

 

 

４ 

 



日 付 氏 名 現  退任後の予定 

6月 25日 新堀 直樹 

常務執行役員 

管掌役員補佐 

（販売部、リテール販売部） 

 

 

(株)ＥＮＥＯＳフロンティア 

代表取締役副社長 

 

6月 25日 安達 博治 常務執行役員 水島製油所長  
ＪＸホールディングス(株)  

常務執行役員 

6月 25日 宮崎 憲二 執行役員 産業燃料部長  
鹿島石油(株) 

常務取締役 

 

５．部長級人事異動 

日 付 氏 名 現 新 

6月 26日 川路 正裕 関東第２支店長 販売部長 

6月 23日 大山 陽一 中国支店長 横浜製造所長 

6月 26日 平田 章 人事部副部長 人事部長 

6月 26日 陶久 昌明 人事部副部長 広報部長 

6月 27日 佐久間 雄一郎 品質保証部副部長 
大阪国際石油精製（株） 出向 

（取締役大阪製油所長） 

6月 25日 浜田 正暢 原油外航部副部長 原油外航部長 

6月 27日 宮本 英治 物流管理部副部長 物流管理部長 

6月 26日 武本 修 販売部副部長 北海道支店長 

6月 23日 大浜 健 販売部副部長 沖縄支店長 

6月 26日 齊藤 猛 産業燃料部副部長 産業燃料部長 

6月 27日 小西 徹 
中央技術研究所  潤滑油研究所長 

兼 潤滑油企画部副部長 
潤滑油販売部長 

6月 26日 松栄 英也 麻里布製油所副所長 大分製油所長 

 

５ 



 

日 付 氏 名 現 新 

6月 24日 野田 博信 川崎製造所副所長 知多製造所長 

6月 23日 石川 正之 関東第１支店副支店長 中国支店長 

6月 27日 朝妻 克也 
ＪＸホールディングス(株) 

法務部長 
ＣＳＲ推進部長 

6月 27日 三浦 貴彦 総務部副部長 
ＪＸホールディングス(株) 

監査部長 

6月 23日 椎名 秀樹 製造部副部長 
ＪＸホールディングス(株) 

企画２部長 

 

６．主要グループ会社の社長人事異動 

（１）(株)アイエスジャパン 

日 付 氏 名 現 新 

6月 25日 阿部 愼一郎 代表取締役社長 退任 

6月 25日 佃 幸樹 取締役副社長 代表取締役社長 

 

（２）(株)ＥＮＥＯＳフロンティア 

日 付 氏 名 現 新 

6月 27日 望月 博 代表取締役社長 退任 

6月 27日 田中 亨 代表取締役副社長 代表取締役社長 

 

（３）大阪国際石油精製(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 27日 倉田 一郎 代表取締役社長 退任 

6月 27日 竹下 嘉昭 取締役 大阪製油所長 代表取締役社長 

 

 

６ 



 

（４）上五島石油備蓄(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 24日 古田 峰夫 代表取締役社長 退任 

6月 24日 田中 和幸 

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 

常務執行役員 

ウルサンＰＸプロジェクト推進室長 

代表取締役社長 

 

（５）ＪＸ日鉱日石ＡＮＣＩ(株) 

日 付 氏 名 現 新 

6月 24日 宍戸 淑郎 代表取締役社長 退任 

6月 24日 庄中 淳 

ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 

機能化学品カンパニー不織布事業 

ユニット長 

代表取締役社長 

 

（６）（株）ジャパンガスエナジー 

日 付 氏 名 現 新 

6月 23日 和泉 潤一 代表取締役社長 退任 

6月 23日 吉田 正俊 取締役副社長執行役員 代表取締役社長 

 
 

以上 

（参考）ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社の役員体制（２０１４年６月２６日以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



＜ご参考＞

１．取締役

代表取締役会長 木村　康

代表取締役社長 社長執行役員 杉森　務

取締役 池田　道雄

取締役 黒﨑　猛

取締役 平山　芳樹

取締役 内島　一郎

取締役 西島　弘也

取締役 桜井　初則

取締役 内田　友申

取締役 中野　治雄

取締役 荒木　康次

取締役 細井　裕嗣

取締役 佐藤　宏之

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社の役員体制（２０１４年６月２６日以降）

副社長執行役員
社長補佐
（秘書室、CSR推進部、水島安全監査室、総合企画部、経理部、
人事部、広報部、情報システム部、総務部）

副社長執行役員
社長補佐
(東南アジア事業開発部、原油外航部、需給部、物流管理部)

副社長執行役員
社長補佐
（社会環境安全部、品質保証部、製造部、技術部、
中央技術研究所）

常務執行役員
基礎化学品部・アロマ部管掌

常務執行役員
製造部・技術部管掌

常務執行役員
社会環境安全部・品質保証部・中央技術研究所管掌

副社長執行役員
社長補佐
（販売部、リテール販売部、産業燃料部、石炭事業部、
ガス事業部、電気事業部、新エネルギー事業部、潤滑油企画部、
潤滑油需給部、潤滑油販売部、基礎化学品部、アロマ部)

常務執行役員
原油外航部・需給部・物流管理部管掌

常務執行役員
機能化学品カンパニー・プレジデント

常務執行役員
潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌

常務執行役員
電気事業部・新エネルギー事業部管掌



２．監査役

監査役（常勤） 佐藤　昌宏

監査役（常勤） 松澤　永泰

監査役（常勤） 松尾　博一

監査役（非常勤） 大村　直司

監査役（非常勤） 瀬戸川　隆

３．取締役を兼務しない執行役員

常務執行役員 野呂　隆

常務執行役員 大髙　禎夫

常務執行役員 武川　昌俊

常務執行役員 小川　俊彦

常務執行役員 山口　益弘

常務執行役員 花谷　清

常務執行役員 原　享

常務執行役員 岩井　清祐

常務執行役員 五十嵐　仁一

常務執行役員 加藤　仁

執行役員 佐倉　匡

執行役員 桑原　豊

東南アジア事業開発部管掌

中央技術研究所長

産業燃料部・石炭事業部・ガス事業部管掌

北京事務所長

ニューヨーク事務所長

基礎化学品部長

販売部・リテール販売部管掌

川崎製造所長

ＣＳＲ推進部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・
総務部管掌

秘書室・総合企画部・経理部・人事部管掌

根岸製油所長

水島製油所長



執行役員 田畑　敬敏

執行役員 田口　聡

執行役員 潤滑油企画部長 保谷　尚登

執行役員 権田　昌二

執行役員 河西　隆英

執行役員 技術部長 岩瀬　淳一

執行役員 関東第２支店長 鈴木　匠

執行役員 東南アジア事業開発部長 湯原　尚一郎

執行役員 仙台製油所長 上野　英俊

以上

ガス事業部長

機能化学品カンパニー・バイスプレジデント

東京支店長

総務部長


