
  

２０１７年１２月２８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、２０１８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 

(1)改定の狙い 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)改定内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

「２０２０年度 中期経営計画」で掲げた目標達成とさらなる年輪的成長を図るための組織体制の整備 

 →特に、次世代開発を明確に打ち出し、その取り組みを加速化  

 ・「モノづくり推進本部」を「モノづくり・未来創生本部」に改組。 

 ・「モノづくり・未来創生本部」内に「未来創生開発部」を設置し、電池、電子部品、モーター・磁石、 

  スマート交通システム、先端機能材料、環境・エネルギーの各分野での研究開発を強力に推進する 

    ことで、本格的なスマート社会の到来に備えた新ビジネスの創出を図る。 

◆モノづくり・未来創生本部 

  ①役割・業務内容の変更に伴い「モノづくり推進本部」を「モノづくり・未来創生本部」へ名称変更。 

  ②「モノづくり・未来創生本部」に、新ビジネスの探査強化のための「未来創生タスクチーム」を新設。 

  ③「シリコンバレー事務所」をスマート事業統括部から移管。 

  ④将来のビジネス創出に向けた研究開発強化のため、「先端・機能商品開発部」を再編し、「未来創生開発部」 

   を新設。 

 

 【未来創生開発部】（新設） 

  「先端・機能商品開発部」の「先端材料開発グループ」「磁石開発グループ」「センサ開発グループ」 

  ならびに「金属繊維グループ」「鉄力あぐりグループ」の開発チームを大きく、「電池研究室」 

  「電子部品開発室」「モーター・磁石開発室」「スマート交通システム開発室」「先端機能材料開発室」 

  「環境・エネルギー開発室」に再編。 

 

◆鍛カンパニー 

 【鍛造工場】 

  「冷鍛加工課」を新設。 

 

◆スマートカンパニー 

  ①スマートカンパニー付の「電磁品生産管理グループ」を「スマート事業統括部」へ移管。 

  ②「デンタル事業室」を「磁石事業室」の「デンタル事業グループ」として再編。 

  ③「磁石事業室」の「市場開拓グループ」および「磁石技術グループ」を、開発業務の未来創生開発部への 

   移管に伴い、「磁石グループ」として再編。 

 

 



  

２.執行役員・参与の担当および部長職委嘱の変更 

氏  名 新[カッコ内は委嘱] 旧[カッコ内は委嘱] 

野村 一衛 上級執行役員 

  品質保証部 

 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

  未来創生開発部（部長） 

  生技開発部 

   分析・試験室 

上級執行役員 

  品質保証部 

 ﾓﾉづくり推進本部 

  生技開発部 

   分析・試験室 

 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  先端・機能商品開発部（部長） 

鹿野 厚 執行役員 

 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  ｽﾏｰﾄ事業統括部（部長） 

  ｽﾏｰﾄ生産技術部 

  東浦工場 

  岐阜工場 

  関工場 

  電子部品工場 

執行役員 

 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  ｽﾏｰﾄ事業統括部（部長） 

  ｽﾏｰﾄ生産技術部 

   電磁品生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

  東浦工場 

  岐阜工場 

  関工場 

  電子部品工場 

藤根 学 執行役員 

 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

   ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所 

  技術企画部 

 鋼（ﾊｶﾞﾈ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  鋼部品開発部（部長） 

執行役員 

 ﾓﾉづくり推進本部 

  技術企画部 

 鋼（ﾊｶﾞﾈ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  鋼部品開発部（部長） 

近藤 徹夫 執行役員 

 鍛（ｷﾀｴﾙ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  鍛造生産技術部 

執行役員 

 鍛（ｷﾀｴﾙ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  鍛造生産技術部（部長） 

御手洗 浩成 参与 

 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  磁石事業室 

参与 

 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

  磁石事業室 

  ﾃﾞﾝﾀﾙ事業室 

 

 

３．顧問の委嘱 

氏  名 新 旧 

中村 元志 常勤顧問 

ﾓﾉづくり・未来創生本部付 
 （2018年4月1日 専務執行役員就任予定） 

  
 

ﾄﾖﾀ自動車 

常務理事 衣浦工場長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

４．従業員の異動 

(1)基幹職１級（部長級）                                ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

○ 冨田 了司 企画創生本部 人事部 人事労政室長 企画創生本部 人事部 人事労政室長 
○ 中島 健太郎 企画創生本部 経理部 副部長 企画創生本部 経理部 主査 

兼 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
  小塚 巧 ﾓﾉづくり・未来創生本部  

未来創生開発部 副部長 

兼 電池研究室長 

兼 先端機能材料開発室長 

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 

 山本 道治 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

ｽﾏｰﾄ交通ｼｽﾃﾑ開発室長 

兼 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ ｾﾝｻ事業室長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   

ｾﾝｻ事業室長 

 金本 斉晃 ﾓﾉづくり・未来創生本部 調達部長 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

ｽﾏｰﾄ事業統括部 副部長 
 樫村 徳俊 ﾓﾉづくり・未来創生本部 生産管理部 主査 

兼 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 鍛事業統括部 主査 

ﾄﾖﾀ自動車株式会社 

○ 瀧本 孝則 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 戦略企画室 主査 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 戦略企画室 主査 
○ 黒崎 友則 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 

ﾄﾖﾀ自動車株式会社 出向 

○ 堀野 重人 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造生産技術部長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造生産技術部 副部長 
 菅田 雅巳 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾏｰﾄ事業統括部 副部長 

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟー ﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

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 

 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 

兼 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

電子部品開発室長 

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 

 室賀 啓 近江鉱業株式会社 出向 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 

兼 ｽﾏｰﾄ事業統括部 主査 
 横井 宏幸 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ㈱出向 ﾓﾉづくり推進本部 調達部長 

 

(2)基幹職２級（次長級）                                ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

○ 幸谷 吉晃 品質保証部 主査 品質保証部 品質保証室  

電磁品品質保証ﾁｰﾑ長 
○ 判治 圭祐 企画創生本部 総務部 主査 

兼 CSR推進室長 

企画創生本部 総務部 CSR推進室長 

 近藤 達也 企画創生本部 総務部 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 企画創生本部 総務部 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主査 

○ 原田 由美 企画創生本部 広報部 企業広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 企画創生本部 広報部 企業広報ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

○

  
佐藤 友彦 お客様本部 ﾄﾖﾀ営業部 副部長 

兼 第 2営業室長 

お客様本部 ﾄﾖﾀ営業部 第2営業室長 

○ 奥川 勝由 お客様本部 大阪支店 第 1営業室長 お客様本部 大阪支店 第 1営業室長 



  

 氏  名 新 旧 

 武井 勇人 ﾓﾉづくり・未来創生本部  

技術企画部 企画推進室長 

ﾓﾉづくり推進本部 技術企画部 主査 

 度會 亜起 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

ﾓｰﾀｰ･磁石開発室長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   

先端・機能商品開発部 磁石開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
○

  
花田 健 ﾓﾉづくり・未来創生本部 生技開発部  

CAE ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

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 
 櫨 和弘 ﾓﾉづくり・未来創生本部 調達部 第1調達室長 

兼 取引先支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉづくり推進本部 調達部 主査 

兼 取引先支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
○

  
春日井 和義 ﾓﾉづくり・未来創生本部 設備技術部 主査 

兼 技術員室長 

ﾓﾉづくり推進本部 設備技術部 技術員室長 

  河合 栄吉 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼事業統括部 主査 

ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ株式会社 出向 

○ 吉倉 孝知 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼事業統括部 戦略企画室 主査 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

刈谷工場 製造課長 

○

  
大田 泰 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術室長 
  松浦 好明 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造生産技術部 設備計画室 主査 

ﾄﾖﾀ自動車株式会社 

○

  
水上 保彦 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 工機課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 工機課長 
○ 大江 恒 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 4鍛造課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 4鍛造課長 
 松本 昌克 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 技術員室長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 主査 
○ 陶 斯武 愛知磁石科技（平湖）有限公司 出向 愛知磁石科技（平湖）有限公司 出向 

 

(3)基幹職３級（課長級）                                ○印…昇格者 

 氏  名 新 旧 

○ 戸塚 良浩 企画創生本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部  

第 2 ｼｽﾃﾑ企画室  第 2ｼｽﾃﾑﾁｰﾑ長 

企画創生本部 ＩＴﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部  

第 2 ｼｽﾃﾑ企画室  第 2ｼｽﾃﾑﾁｰﾑ長 

○

  
浅井 友美子 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 主任担当員 

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 担当員 

○ 宮地 幸一 企画創生本部 経理部 経理室 主任担当員 企画創生本部 経理部 経理室 主計ﾁｰﾑ長 

 板倉 隆夫 企画創生本部 経理部 財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 ﾓﾉづくり推進本部 調達部 第 1調達室  

第 2ﾁｰﾑ長 
○

  
猪飼 幸一郎 企画創生本部 

経理部 原価管理室 主任担当員 

企画創生本部 経理部 原価管理室 担当員 

○ 西川 尊康 お客様本部 

東京支店 第 1営業室 主任担当員 

お客様本部 

東京支店 第 1営業室 第 2ﾁｰﾑ長 

○

  
松澤 彰憲 お客様本部 

大阪支店 第 1営業室 主任担当員 

お客様本部 

大阪支店 第 1営業室 第 2ﾁｰﾑ長 

 正木 竜二 ﾓﾉづくり・未来創生本部  ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所長 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   

ｽﾏｰﾄ事業統括部 ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所長 

○ 萱野 雅浩 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

ﾓｰﾀｰ･磁石開発室 ﾓｰﾀｰﾁｰﾑ 主任担当員 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

磁石事業室 市場開拓ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当員 



  

 氏  名 新 旧 

 伊藤 幸夫 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

環境･ｴﾈﾙｷﾞー 開発室長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

先端・機能商品開発部 先端材料開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

次世代部品開発チーム長 
○ 鈴木 基史 ﾓﾉづくり・未来創生本部 未来創生開発部  

環境･ｴﾈﾙｷﾞー 開発室 植物鉄供給材ﾁｰﾑ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

先端・機能商品開発部  

鉄力あぐりｸﾞﾙｰﾌ ﾟ担当員 
○ 藤澤 一哉 ﾓﾉづくり・未来創生本部 生技開発部  

革新ﾌﾟﾛｾｽ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 計測技術開発ﾁｰﾑ長 

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 計測技術開発ﾁｰﾑ長 
○ 須藤 千陽 ﾓﾉづくり・未来創生本部  

設備技術部 工務室 主任担当員 

ﾓﾉづくり推進本部  

設備技術部 工務室 ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｰﾑ長 
○ 加藤 雅己 ﾓﾉづくり・未来創生本部  

分析・試験室 主任担当員 

ﾓﾉづくり推進本部  

分析・試験室 部品評価係長 
○ 松田 勉 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼部品開発部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼開発室  

ｽﾃﾝﾚｽ部品開発ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼部品開発部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼開発室 担当員 

○ 尾﨑 敦志 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 特殊鋼技術室 主任担当員 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 特殊鋼技術室 担当員 
○ 原 和希 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術室  

ﾌﾟﾛｾｽ改革・形鋼精整ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼生産技術部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術室  

ﾌﾟﾛｾｽ改革・形鋼精整ﾁｰﾑ長 
○ 吉田 裕次 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 工務室 人財育成ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 工務室 人財育成ﾁｰﾑ長 
○ 石川 浩司 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 生産管理室 主任担当員 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 製品課 工程企画係長 

 中村 正信 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 第 2圧延課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 製品課長 

 林 義博 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 製品課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 製品課 主任担当員 

 金井 秀樹 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

刈谷工場 製造課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

知多工場 第 2圧延課長 

 宮崎 誠二 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 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 1鍛造課 副課長  
○ 前島 宗徳 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 3鍛造課 副課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 3鍛造課 第 2作業係長 
○ 松木 健二 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 4鍛造課 副課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 第 4鍛造課 第 1作業係長 

 酒井 博規 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 冷鍛加工課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 技術員室長 
○ 木村 浩 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造工場 技術員室 鍛造第 1ﾁｰﾑ長  

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鍛造生産技術部 工程技術室  

駆動ｸﾞﾙｰﾌﾟCVTﾁｰﾑ長 

 杉江 雅彦 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

磁石事業室 ﾃﾞﾝﾀﾙ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   

ﾃﾞﾝﾀﾙ事業室長 
○ 金沢 昭二 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  

東浦工場 工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   

関工場 ﾃﾞﾝﾀﾙ製造ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当員 
○ 村田 基史 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ (ﾀｲﾗﾝﾄﾞ) 株式会社 出向 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ (ﾀｲﾗﾝﾄﾞ) 株式会社 出向 

     以  上 
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