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役員等の人事異動について

記者各位

 

 

当社（社長：杉森　務）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。

 

記

 

１．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

4月 1日 西島　弘也 取締役　常務執行役員

新エネルギーカンパニー・

プレジデント

取締役　副社長執行役員

社長補佐

4月 1日 野呂　隆 取締役　常務執行役員

製造部・技術部管掌

取締役　常務執行役員

製造部・工務部・技術部管掌

4月 1日 岩井　清祐 常務執行役員

秘書室・総合企画部・経理部・

人事部管掌

取締役　常務執行役員

秘書室・総合企画部・経理部・

人事部管掌

4月 1日 五十嵐　仁一 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

兼 中央技術研究所長

取締役　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

4月 1日 田口　聡 （ＪＸホールディングス（株）

執行役員　法務部長）

取締役　常務執行役員

監査部・水島安全監査室・広報部・

情報システム部・総務部・

危機管理部管掌

4月 1日 桑原　豊 執行役員　基礎化学品部長 取締役　常務執行役員

新エネルギーカンパニー・

プレジデント

 

 

 

 

 

（２）退任

日　付 氏　名 現 退任後の予定

3月31日 平山　芳樹 取締役　副社長執行役員

社長補佐

顧問

3月31日 内島　一郎 取締役　副社長執行役員

社長補佐

（ＪＸホールディングス（株）

取締役）

顧問

（ＪＸホールディングス（株）

取締役）

3月31日 中野　治雄 取締役　常務執行役員 顧問



機能化学品カンパニー・

プレジデント

3月31日 荒木　康次 取締役　常務執行役員

潤滑油カンパニー・プレジデント

顧問

 

 

２．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

4月 1日 小川　俊彦 常務執行役員

ニューヨーク事務所長

常務執行役員

（JX Nippon Oil & Energy

（Americas)Inc.　　　　

Director（Chairman）

兼 Officer（President））

4月 1日 佐倉　匡 執行役員

川崎製造所長

常務執行役員

水島製油所長

4月 1日 保谷　尚登 執行役員

潤滑油カンパニー　

潤滑油企画部長

常務執行役員

潤滑油カンパニー・プレジデント

4月 1日 河西　隆英 執行役員

機能化学品カンパニー・

バイスプレジデント

常務執行役員

機能化学品カンパニー・

プレジデント

4月 1日 下村　啓 執行役員　需給部長 執行役員　川崎製造所長

4月 1日 武本　修 北海道支店長 執行役員　広報部長

4月 1日 川路　正裕 販売部長 執行役員　販売部長

4月 1日 石川　正之 中国支店長 執行役員　関東第１支店長

4月 1日 陶久　昌明 広報部長 執行役員　人事部長

4月 1日 佐々木　克行 新エネルギーカンパニー

水素事業推進部長

執行役員

新エネルギーカンパニー

水素事業推進部長

4月 1日 大村　博之 リソーシズ＆パワーカンパニー

電気事業部長

執行役員

リソーシズ＆パワーカンパニー

電気事業部長

 

（２）退任

日　付 氏　名 現 退任後の予定

3月31日 大髙　禎夫 常務執行役員

水島製油所長

（ＪＸリサーチ（株）

代表取締役社長

社長執行役員）

3月31日 山口　益弘 常務執行役員

監査部・水島安全監査室・

（ＪＸインシュアランス（株）

代表取締役社長）



広報部・情報システム部・総務部・

危機管理部管掌

3月31日 遠野　哲朗 執行役員

関東第１支店長

（Ｊ＆Ｓフリート

ホールディングス（株）

代表取締役社長）

 

（３）その他

　　他の執行役員については、全員重任の上、現在の職を委嘱する。　

 

 

 

 

 

 

３．部長級の異動

日　付 氏　名 現 新

4月1日 平田　章 人事部長 監査役事務室長

4月1日 西　和宏 情報システム部副部長 情報システム部長

4月1日 山﨑　久孝 水島製油所副所長 工務部長

4月1日 椎名　秀樹  

（ＪＸホールディングス（株）

　企画２部長）

需給部長

4月1日 越川　直樹 基礎化学品部副部長 基礎化学品部長

4月1日 藤山　優一郎 中央技術研究所　燃料研究所長　

兼　製造部副部長　

中央技術研究所長

4月1日 岡野　正一 潤滑油カンパニー　

潤滑油需給部長

潤滑油カンパニー

潤滑油企画部長

4月1日 田柳　光裕 潤滑油カンパニー　

潤滑油販売部副部長　

潤滑油カンパニー

潤滑油需給部長

4月1日 孫　正利 製造部副部長 麻里布製油所長

4月1日 岩崎　信二 横浜製造所副所長 横浜製造所長

4月1日 福田　昭浩 関東第２支店副支店長 北海道支店長

4月1日 広瀬　潤一 （株）ネクステージ　出向 中国支店長

 

 

 

 



 

４．主要グループ会社の社長の異動

（１）（株）ＥＮＥＯＳフロンティア

日　付 氏　名 現 新

3月31日 田中　亨 代表取締役社長 志布志石油備蓄（株）

代表取締役社長

4月 1日 吉川　志郎 Ｊ＆Ｓフリートホールディングス（株）代表取

締役社長

代表取締役社長

 

（２）Ｊ＆Ｓフリートホールディングス（株）

日　付 氏　名 現 新

3月31日 吉川　志郎 代表取締役社長 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア

代表取締役社長

4月 1日 遠野　哲朗 ＪＸエネルギー（株）

執行役員　関東第１支店長

代表取締役社長

　　　

（３）志布志石油備蓄（株）

日　付 氏　名 現 新

3月31日 松岡　純司 代表取締役社長 退任

4月 1日 田中　亨 （株）ＥＮＥＯＳフロンティア

代表取締役社長

代表取締役社長

 

（４）福井石油備蓄（株）

日　付 氏　名 現 新

3月31日 下東　敏幸 代表取締役社長 退任

4月 1日 高安　英昭 ＪＸエネルギー（株）

根岸製油所副所長

代表取締役社長

 

５．その他の異動

　　別紙のとおり

以　上

 

（参考）ＪＸエネルギー株式会社の役員体制（２０１６年４月１日時点）

別添資料

その他の異動（PDF:314.2 KB）

当社の役員体制（PDF:112.5 KB）

 

https://www.noe.jxtg-group.co.jp/newsrelease/jx/2015/pdf_export/20160223_02_01_0980151.pdf
https://www.noe.jxtg-group.co.jp/newsrelease/jx/2015/pdf_export/20160223_02_02_0980151

