
２０１６年１２月２７日

愛 知 製 鋼 株 式 会 社

組織改定および人事異動

愛知製鋼株式会社（本社：愛知県東海市、社長：藤岡高広）は、２０１７年１月１日付で下記のとおり

組織改定および人事異動を実施します。

記

１．組織改定

【ITマネジメント部】

①機能強化のため「総括グループ」を廃止し「総括室」を新設

②「ＢＲAＩＴｓ推進グループ」は活動の成果を機能部門へ移管し解散

【人事部】

機能スルーでの人材育成の強化のため「グローバル人事室」「人材育成室」を「人材開発室」「人事労政室」

へ再編

２．執行役員の部長職委嘱の変更

氏 名 新担当 現担当（カッコ内は委嘱）

相地 政登 執行役員

経営管理本部

人事部

執行役員

経営管理本部

人事部（部長）

３．従業員の異動

(1)基幹職１級（部長級） ○印…昇格者

氏 名 新 旧

○ 村瀬 圭弘 安全衛生環境部長 安全衛生環境部長

成田 基 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 副部長 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 副部長

兼ＢＲＡＩＴｓ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

○ 平岩 稔 経営管理本部 人事部長

兼福利厚生室長

経営管理本部 人事部 副部長

○ 中川 真史 営業本部 大阪支店長 営業本部 大阪支店長

○ 小塚 巧 技術本部 先端・機能商品開発部 主査

兼先端材料開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

技術本部 先端・機能商品開発部 主査

兼先端材料開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
○ 大脇 進 技術本部 生技開発室長 技術本部 生技開発室長

西門 勝司 製造本部 知多工場 副工場長

兼工務室長

製造本部 知多工場 副工場長

兼工務室長

兼第1製鋼課長
○ 林田 幸一郎 製造本部 知多工場品質管理室長 製造本部 知多工場品質管理室長

○ 土田 嘉一 製造本部 鍛造工場 副工場長

兼工務室長

製造本部 鍛造工場 副工場長

兼工務室長
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(2)基幹職２級（次長級） ○印…昇格者

氏 名 新 旧

○ 鈴木 次郎 品質保証部お客様品質・技術室第2ﾁｰﾑ長 品質保証部お客様品質・技術室第2ﾁｰﾑ長
○ 庄島 敏雄 経営管理本部 海外事業部鍛造企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

主査

経営管理本部 海外事業部鍛造企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

主任担当員
○ ｺﾞﾝ ｼｪｰﾌｧｰ 経営管理本部 海外事業部上海駐在員事務所

主査

兼上海愛知鍛造有限公司 総経理助理

経営管理本部 海外事業部上海駐在員事務所

主任担当員

兼上海愛知鍛造有限公司 総経理助理

工藤 仁 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部総括室長 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

佐藤 友則 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第2ｼｽﾃﾑ企画室

長

経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部ＢＲＡＩＴｓ推進ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ本社・鋼材ﾁｰﾑ長

生田 卓哉 経営管理本部 人事部新人事ｼｽﾃﾑ構築ﾁｰﾑ

長

経営管理本部 人事部福利厚生室長

冨田 了司 経営管理本部 人事部人事労政室長 経営管理本部 人事部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人事室長
○ 廣田 信之 経営管理本部 人事部技術学園長 経営管理本部 人事部技術学園長

櫨 和弘 経営管理本部 調達部 主査 製造本部 生産管理部生産管理室長

○ 松本 英揮 営業本部 トヨタ営業部第1営業室長 営業本部 トヨタ営業部第1営業室長

安達 裕司 技術本部 技術開発部 主査 技術本部 技術開発部第1開発室長

○ 千葉 弘美 技術本部 技術開発部 主査 技術本部 技術開発部第2開発室ｽﾃﾝﾚｽAEﾁ

ｰﾑ長

水野 浩行 技術本部 技術開発部第1開発室長 技術本部 技術開発部 主査
○ 乗木 尚隆 生技本部 第1生産技術部特殊鋼技術室長 生技本部 第1生産技術部特殊鋼技術室長

堀野 重人 生技本部 第2生産技術部 副部長 生技本部 第2生産技術部 副部長

兼技術企画室長

橋本 隆行 生技本部 第2生産技術部技術企画室長 生技本部 第2生産技術部工程技術室長

○ 鈴木 稔 生技本部 第2生産技術部工程技術室長 生技本部 第2生産技術部工程技術室

ｼｬｼｰｸﾞﾙｰﾌﾟ長

福田 浩一 生技本部 第2生産技術部設備計画室長 生技本部 第2生産技術部 主査

○ 榊原 幸宏 生技本部 設備技術部鍛造設備課長 生技本部 第2生産技術部設備計画室

鍛造設備ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

○ 井口 晴康 製造本部 刈谷工場 副工場長

兼工務室長

製造本部 刈谷工場製造課長

荻原 潤二 製造本部 鍛造工場 主査 製造本部 鍛造工場第4鍛造課長

朝岡 稔博 製造本部 鍛造工場工務室人事・海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ

長

経営管理本部 人事部人材育成室長

黒柳 昌史 製造本部 鍛造工場工務室生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 製造本部 鍛造工場第1鍛造課長

○ 橋本 擁二 電磁品本部 磁石事業室市場開拓ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 電磁品本部 磁石事業室市場開拓ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
○ 森島 宏樹 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｵﾌ ﾞｱｼﾞｱ㈱出向 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｵﾌ ﾞｱｼﾞｱ㈱出向

深谷 伸樹 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ ﾕｰｴｽｴｲ㈱出向 生技本部設備技術部副部長兼グローバル保全

グループ長

(3)基幹職３級（課長級） ○印…昇格者

氏 名 新 旧

○ 柴田 俊昭 監査役付 主任担当員 監査役付 担当員
○ 多田 哲生 品質保証部品質保証室電磁品品質保証ﾁｰﾑ

主任担当員

品質保証部品質保証室 担当員



○ 江崎 活弘 経営管理本部 経営企画部経営戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ

主任担当員

経営管理本部 経理部原価管理室管理ﾁｰﾑ長

大野 博之 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第2ｼｽﾃﾑ企画室

第1ｼｽﾃﾑﾁｰﾑ長

経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部第2ｼｽﾃﾑ企画室

長
○ 工藤 政明 経営管理本部 総務部ＣＳＲ推進室 主任担当

員

経営管理本部 総務部CSR推進室 担当員

木村 信彦 経営管理本部 人事部人材開発室長 経営管理本部 人事部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人事室 主任担

当員
○ 板倉 隆夫 経営管理本部 調達部第1調達室第2ﾁｰﾑ長 経営管理本部 調達部第1調達室第2ﾁｰﾑ長
○ 榊原 英樹 営業本部 大阪支店第1営業室第1ﾁｰﾑ長 営業本部 大阪支店第1営業室第1ﾁｰﾑ長

吉富 勝彦 営業本部 大阪支店第2営業室長 営業本部 大阪支店第2営業室 主任担当員
○ 平松 久幸 営業本部 大阪支店第2営業室 主任担当員 営業本部 営業企画部管理室

受注・売上解析ﾁｰﾑ長
○ 上西 健之 技術本部 技術開発部第1開発室

ｴﾝｼﾞﾝ部品ﾁｰﾑ長

技術本部 技術開発部第1開発室

ｴﾝｼﾞﾝ部品ﾁｰﾑ長
○ 山田 明人 生技本部 第2生産技術部技術企画室

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

生技本部 第2生産技術部技術企画室

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ企画ﾁｰﾑ長

伊藤 健司 生技本部 第2生産技術部工程技術室

ｼｬｼｰｸﾞﾙｰﾌﾟ長

生技本部 第2生産技術部技術企画室

企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

吉田 典宏 生技本部 第2生産技術部設備計画室

鍛造設備ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

生技本部 設備技術部鍛造設備課長

○ 谷口 満博 生技本部 設備技術部工務室 主任担当員 生技本部 設備技術部鋼材設備課

電気第1保全係長
○ 菅 悟 生技本部 設備技術部電磁品設備課 主任担

当員

生技本部 設備技術部電磁品設備課設備技術

係 担当員

双原 哲也 生技本部 設備技術部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ保全ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 生技本部 設備技術部技術員室 主任担当員

宇都宮 浩道 製造本部 生産管理部生産管理室長 営業本部 大阪支店第2営業室長

○ 水野 康司 製造本部 知多工場第1製鋼課長 製造本部 知多工場技術員室 担当員

○ 今田 省二 製造本部 知多工場第2圧延課 副課長 製造本部 知多工場第2圧延課圧延精整係長

吉倉 孝知 製造本部 刈谷工場製造課長 製造本部 刈谷工場工務室長

岡内 俊明 製造本部 鍛造工場工務室人事・海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ

海外・教育ﾁｰﾑ長

製造本部 鍛造工場工務室人事・海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ

長

岡 政宏 製造本部 鍛造工場品質管理室監査ﾁｰﾑ長 生技本部 第2生産技術部設備計画室長

西海 友也 製造本部 鍛造工場第1鍛造課長 製造本部 鍛造工場品質管理室監査ﾁｰﾑ長

○ 宮崎 誠二 製造本部 鍛造工場第1鍛造課 副課長 製造本部 鍛造工場第1鍛造課作業係長

大江 恒 製造本部 鍛造工場第4鍛造課長 製造本部 鍛造工場工務室生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

○ 古川 浩司 製造本部 鍛造工場技術員室 主任担当員 製造本部 鍛造工場技術員室品質・型ﾁｰﾑ長

○ 水船 尋仁 製造本部 鍛造工場技術員室型･精整ﾁｰﾑ長 製造本部 鍛造工場技術員室設備ﾁｰﾑ長

○ 重安 潤一 製造本部 関工場磁粉製造課 副課長 製造本部 関工場磁粉製造課作業係長

○ 正木 竜二 電磁品本部 電磁品管理部ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所

長

電磁品本部 電磁品管理部ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所

長
○ 山本 昭人 上海愛知鍛造有限公司出向 上海愛知鍛造有限公司出向

○ 鈴木 孝教 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ㈱出向 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ㈱出向

○ 東 和郎 ｱｲﾁ ﾏｸﾞﾌｧｲﾝ ﾁｪｺ㈲出向 ｱｲﾁ ﾏｸﾞﾌｧｲﾝ ﾁｪｺ㈲出向

以 上

お問い合わせ先･･･本社／総務部広報室：０５２－６０３－９２１６


