
  

２０１９年３月２９日 

愛 知 製 鋼 株 式 会 社 

 

 人事異動 
 
 

愛知製鋼株式会社（本社：愛知県東海市、代表取締役社長：藤岡高広）は、２０１９年４月１日付で 
下記のとおり人事異動を実施します。 

 
記 

＜従業員の異動＞ 

１．基幹職１級（部長級）                                 

 氏  名 新 旧 
 冨田 了司 企画創生本部 

人事部長 

兼 人事労政室長 

企画創生本部 

人事部 人事労政室長 

 安藤 和明 企画創生本部 

人事部 主査 

トヨタ自動車株式会社 

 瀧本 孝則 お客様本部 

東京支店長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 戦略企画室 主査 

 大脇 進 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 副部長 

兼 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 鍛事業統括部 主査 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

生技開発部長 

兼 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 鍛事業統括部 主査 
 黒田 英晃 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 戦略企画室長 
 林田 幸一郎 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 副工場長 
 小川 博之 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 副工場長 

兼 工務室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 副部長 

 中川 英樹 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼事業部長 

兼 ｽﾃﾝﾚｽ鋼M&E 室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼部品開発部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼開発室長 

 柴田 一良 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼事業部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼戦略企画ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

刈谷工場長 
 江島 司 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

刈谷工場長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 副工場長 

兼 工務室長 
 西門 勝司 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 副部長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場長 
 磯貝 剛弘 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場長 
 釜崎 二三雄 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 副工場長 

兼 工務室長 
 平岩 稔 ｱｲﾁ情報ｼｽﾃﾑ株式会社 出向 企画創生本部 

人事部長 

兼 福利厚生室長 
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２．基幹職２級（次長級）                                 

 氏  名 新 旧 
 近藤 達也 企画創生本部 

総務部長 

兼 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

企画創生本部 

総務部副部長 

兼 秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
 水野 浩行 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 主査 

兼 駆動開発室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼部品開発部 特殊鋼部品開発室長 

 安達 裕司 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ  

鋼部品開発部 鋼部品戦略企画ﾁｰﾑ長 
 中村 征仁 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主査 

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室長 

  花田 健 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発室長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

生技開発部 CAE ｿﾘｭｰｼｮﾝ室長 

 坂田 江章 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室 主査 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 主査 
 向 寿志 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室 主査 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 戦略企画室 主査 
 八明 輝修 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室  

企画管理ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 坪根 聡 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室  

企画管理ﾁｰﾑ 主査 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 資源循環技術室  

ﾌﾟﾛｾｽ改革・AS ｼｮｯﾄﾁｰﾑ長 
 杉原 毅 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

特殊鋼事業部 特殊鋼戦略企画室  

海外戦略企画ﾁｰﾑ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼事業統括部 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾁｰﾑ長 
 酒井 拓哉 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 副工場長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第2 製鋼課長 
 澤田 篤 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼事業部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼戦略企画ﾁｰﾑ主査 

お客様本部 

東京支店 第2 営業室長 
 高橋 勝俊 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 副工場長 

兼 第3 鍛造課長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 主査 

兼 第3 鍛造課長 
 黒柳 昌史 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 工務室長 

兼 生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛造工場 工務室 生産管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 杉原 洋一 近江鉱業株式会社 出向 安全衛生環境部 安全衛生室長 

 

 
 
 
３．基幹職３級（課長級）                                 

 氏  名 新 旧 
 山本 勝明 安全衛生環境部 安全衛生室長 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼技術室  

要素技術企画・圧延ﾁｰﾑ長 

 星野 真吾 企画創生本部 

人事部 福利厚生室長 

企画創生本部 

人事部 福利厚生室 主任担当員 



  

 氏  名 新 旧 
 平松 久幸 お客様本部 

中部営業部 第2 営業室長 

お客様本部 

大阪支店 第2 営業室 主任担当員 

 糀 龍吾 お客様本部 

東京支店 第2 営業室長 

お客様本部 

中部営業部 第2 営業室長 

 中原 真一 お客様本部 

大阪支店 第2 営業室長 

お客様本部 

大阪支店 福岡営業所長 

 西川 尊康 お客様本部 

大阪支店 福岡営業所長 

お客様本部 

東京支店 第1 営業室 主任担当員 

 上西 健之 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 ｴﾝｼﾞﾝ・ｼｬｼｰ開発室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼部品開発部 特殊鋼部品開発室  

ｴﾝｼﾞﾝ・ｼｬｼｰ部品ﾁｰﾑ長 

 窪田 和正 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 FCV 開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼部品開発部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼開発室 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼材開発ﾁｰﾑ長 

 藤澤 一哉 ﾓﾉづくり・未来創生本部 

部品開発部 計測・設備開発室長 

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室  

計測技術開発ﾁｰﾑ長 

 籾山 津好 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

知多工場 第2 製鋼課長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 特殊鋼技術室  

要素技術企画・原料・溶解・精錬ﾁｰﾑ長 

 吉富 勝彦 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｽﾃﾝﾚｽ鋼事業部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼戦略企画ﾁｰﾑ  

主任担当員 

お客様本部 

大阪支店 第2 営業室長 

 田中 博文 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 精整・計測技術室長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 特殊鋼技術室  

要素技術企画・精整熱処理NDI ﾁｰﾑ  

主任担当員 

 関 猛 鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 資源循環技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

鋼ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鋼生産技術部 資源循環技術室長 

 正木 竜二 ｽﾏｰﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｾﾝｻ事業室長 

ﾓﾉづくり・未来創生本部 

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ事務所長 

 宮崎 誠二 ｱｲﾁ ﾌｫｰｼﾞ (ﾀｲﾗﾝﾄﾞ) 株式会社  出向 鍛ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

鍛事業統括部 連結事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任担当員 

    以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先･･･広報部企業広報グループ：０５２－６０３－９２１６ 


