
２０１７年３月３１日

愛知製鋼株式会社

組織改定および人事異動（４月１日付）

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４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

(１)カンパニー

●製品軸ごとに３つの「カンパニー」を設置し、事業推進力を強化

①「鋼（ハガネ）カンパニー」 (現：特殊鋼条鋼、ｽﾃﾝﾚｽ鋼、工具鋼、ﾁﾀﾝ、ｽﾃﾝﾚｽＡＥ製品）

②「鍛（キタエル）カンパニー」 (現：鍛造品）

③「スマートカンパニー」 (現：ｾﾝｻ、磁石、ﾃﾞﾝﾀﾙ、電子部品の各製品および先端・機能商品開発機能）

(２)コーポレートオフィス

●各カンパニー間での適切な権限委譲、およびﾁｪｯｸ・ﾊﾞﾗﾝｽ機能の確保に向け、３本部に再編

①「企画創生本部」 （コーポレート機能強化、経営資源の最適化、ブランド力向上）

②「お客様本部」 （現：営業本部から、よりお客様第一の意識を高めるため改称）

③「モノづくり推進本部」 （最適生産実現へ、モノづくりにおける企画・調達・生産・サポート体制強化）

(３)直轄部署

●経営最重点としての「安全」、「品質」、ガバナンス強化のための「監査室」を配置

＜組織概要図＞

直轄部署

◆安全衛生環境部 ◆企画創生本部 ◆鋼(ハガネ)カンパニー ◆鍛(キタエル)カンパニー ◆スマートカンパニー

総合企画部
ＩＴマネジメント部 鋼事業統括部 鍛事業統括部 スマート事業統括部

◆品質保証部 総務部 鋼部品開発部 鍛造生産技術部 先端・機能商品開発部
広報部 鋼生産技術部 鍛造工場 センサ事業室
人事部 知多工場 磁石事業室

◆監査室 経理部 刈谷工場 デンタル事業室
電子部品事業室

◆お客様本部 スマート生産技術部

営業企画部 電磁品生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ
トヨタ営業部 東浦工場
中部営業部 岐阜工場
東京支店 関工場
大阪支店 電子部品工場

◆モノづくり推進本部
技術企画部
生技開発部
調達部
生産管理部
設備技術部
分析・試験室

コーポレートオフィス カンパニー

News Release



２．従業員の異動

(1)基幹職１級（部長級）

氏名 新 旧

成田 基 品質保証部 主査 経営管理本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 副部長

上村 元雅 企画創生本部 総合企画部長 経営管理本部 経営企画部 副部長

岩間 直樹 企画創生本部 総合企画部 主査 経営管理本部 経営企画部 主査

藤澤 成 企画創生本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 製造本部 生産管理部長

林 晴夫 企画創生本部 総務部長

兼秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

経営管理本部 総務部長

兼秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

平岩 稔 企画創生本部 人事部長

兼福利厚生室長

経営管理本部 人事部長

兼福利厚生室長

小川 正路 企画創生本部 経理部長 経営管理本部 経理部長

高木 博郁 お客様本部 営業企画部長 営業本部 営業企画部長

中川 真史 お客様本部 大阪支店長 営業本部 大阪支店長

西川 友章 モノづくり推進本部 技術企画部長 技術本部 技術企画部長

大脇 進 モノづくり推進本部 生技開発部長

兼鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 鍛事業統括部 主査

技術本部 生技開発室長

横井 宏幸 モノづくり推進本部 調達部長 経営管理本部 調達部 副部長

福永 光成 モノづくり推進本部 調達部取引先支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 経営管理本部 調達部取引先支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

山木 達生 モノづくり推進本部 生産管理部長 製造本部生産管理部 主査

林 史裕 モノづくり推進本部 生産管理部 主査 製造本部 生産管理部鍛造品生産企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

長

松尾 達郎 モノづくり推進本部 生産管理部生産調査室長 製造本部 生産管理部生産調査室長

荒木 伸彦 モノづくり推進本部 設備技術部 副部長 生技本部 設備技術部 副部長

黒田 英晃 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼事業統括部戦略企画室長

経営管理本部 海外事業部鋼材企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

中川 英樹 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼部品開発部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼開発室長

技術本部 技術開発部 主査

兼第2開発室長

西門 勝司 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

知多工場長

製造本部 知多工場 副工場長

兼工務室長

江島 司 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

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

兼技術員室長

林田 幸一郎 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

知多工場 副工場長

兼原材料課長

製造本部 知多工場品質管理室長

柴田 一良 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

刈谷工場工場長

製造本部 刈谷工場工場長

南谷 尚志 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛事業統括部連結事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

経営管理本部 海外事業部 副部長

金子 浩三 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ鍛造生産技術部 主査 生技本部 第2生産技術部 主査

磯貝 剛弘 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛造工場長

製造本部 鍛造工場 副工場長

土田 嘉一 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

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

金本 斉晃 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｽﾏｰﾄ事業統括部 副部長

電磁品本部 電磁品管理部長



氏名 新 旧

菅田 雅巳 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｽﾏｰﾄ事業統括部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟー ﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ長

兼ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査

電磁品本部 電磁品管理部 副部長

兼ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

室賀 啓 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

先端・機能商品開発部 副部長

兼鉄力あぐりｸﾞﾙｰﾌﾟ長

兼ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査

技術本部 先端・機能商品開発部 副部長

兼鉄力あぐりｸﾞﾙｰﾌﾟ長

小塚 巧 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

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

山本 道治 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｾﾝｻ事業室長

兼ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査

電磁品本部 ｾﾝｻ事業室長

小林 俊仁 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

電子部品事業室長

兼ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査

電磁品本部 電子部品事業室長

正橋 幸一 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｽﾏｰﾄ生産技術部長

兼岐阜工場長

生技本部 第3生産技術部長

(2)基幹職２級（次長級）

氏名 新 旧

沢田 譲 品質保証部 主査 品質保証部お客様品質・技術室長

鈴木 次郎 品質保証部お客様品質・技術室長 品質保証部お客様品質・技術室

第2 ﾁｰﾑ長

武井 勇人 企画創生本部 総合企画部 主査 経営管理本部 経営企画部 総括ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

飯田 賢治 企画創生本部 広報部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ長

電磁品本部 ｾﾝｻ事業室 主査

小川 哲己 お客様本部 中部営業部長

兼第１営業室長

営業本部 営業企画部 主査

兼特品営業室長

中村 征仁 モノづくり推進本部 生技開発部

革新ﾌﾟﾛｾｽ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

技術本部 生技開発室 主査

安部 浩通 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼事業統括部 戦略企画室 主査

営業本部 東京支店副支店長

兼第1営業室長

兼総務･調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

瀧本 孝則 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼事業統括部 戦略企画室 主査

営業本部 中部営業部長

小川 博之 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼生産技術部 副部長

生技本部 第1生産技術部

次期ﾘｴﾝｼﾞ検討ﾁｰﾑ長

今井 毅 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛事業統括部 主査

生技本部 第2生産技術部 主査

松本 英揮 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛事業統括部 主査

営業本部 ﾄﾖﾀ営業部第1営業室長

諸井 寿広 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛事業統括部 連結事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主査

経営管理本部 海外事業部鍛造企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

松本 昌克 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛造工場 主査

ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ ﾕｰｴｽｴｲ株式会社出向

田中 裕幸 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査

電磁品本部 ﾃﾞﾝﾀﾙ事業室 主査

澤頭 達也 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｽﾏｰﾄ事業統括部企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

電磁品本部 電磁品管理部 主査



氏名 新 旧

青山 均 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

先端・機能商品開発部 主査

兼金属繊維ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

技術本部 先端・機能商品開発部 主査

兼ｾﾝｻ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

土岐 浩之 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

先端・機能商品開発部 主査

電磁品本部 電磁品管理部事業改善ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

濱田 典彦 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

ｾﾝｻ事業室 主査

技術本部 先端・機能商品開発部

金属繊維ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

橋本 擁二 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

磁石事業室長

兼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

石川 尚樹 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

関工場長

兼工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

兼磁粉製造課長

兼東浦工場長

製造本部 関工場 副工場長

兼工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

兼磁粉製造課長

西畑 克彦 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ

電子部品工場長

兼ｽﾏｰﾄ生産技術部電子部品技術室長

製造本部 電子部品工場 副工場長

兼生技本部 第3生産技術部電子部品技術室長

渡邉 裕己 愛知製鋼健康保険組合常務理事 経営管理本部 人事部健康推進室長

(3)基幹職３級（課長級）

氏名 新 旧

永井 英毅 企画創生本部 人事部健康推進室長 経営管理本部 総務部秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任担当員

山崎 徹 お客様本部 中部営業部 特品営業室長 営業本部 営業企画部特品営業室

工具鋼市場開拓ﾁｰﾑ長

新美 芳明 お客様本部 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

鍛造ﾁｰﾑ長

吉丸 崇 お客様本部 東京支店 第１営業室長

兼総務･調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

営業本部 中部営業部第1営業室長

花田 健 モノづくり推進本部 生技開発部

CAE ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長

技術本部 生技開発室ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術ﾁｰﾑ長

坂田 江章 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼事業統括部 主任担当員

製造本部 知多工場原材料課長

原口 誠 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鋼事業統括部 主任担当員

製造本部 知多工場工務室生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

斉藤 雅典 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ

知多工場 品質管理室長

生技本部 第1生産技術部特殊鋼技術室

駆動伝達部品ﾁｰﾑ長

後藤 啓司 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛事業統括部 生産企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

製造本部 生産管理部鍛造品生産企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

主任担当員

伊藤 智 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ

鍛造工場 工務室 安全・環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

製造本部 鍛造工場第4鍛造課 副課長

以 上

お問い合わせ先･･･本社／総務部広報室：０５２－６０３－９２１６


