
                                  

 

                                   ２０２１年２月２５日 

愛 知 製 鋼 株 式 会 社 

役員体制の変更および従業員の異動について 

愛知製鋼株式会社（代表取締役社長：藤岡高広）は、下記のとおり役員体制の変更および従業員の 

異動を実施します。 

 

１．役員体制の変更（２０２１年４月１日付） 

（１）概要 

自動車業界の劇的な構造変化やカーボンフリーへの取り組みなど、電炉業界の厳しい競争環境に 

対応するため、役割をより重視し、意思決定の迅速化と業務遂行のスピードアップを実現する 

体制に見直します。 

①執行役員・参与を廃止し、執行職（基幹職 1級より上級の従業員資格）を新設 

②役員の階層・人数の削減（３４名→１２名）によるスリム化 

③経営役員は本部長、プレジデントとしての役割を全うしつつ経営視点で社長をサポート 

④執行職は現地現物での即断即決でスピード感のある業務遂行 

⑤役割として、本部長、プレジデントに加え「オフィサー」を設置 

 

（２）経営役員の異動 

 ①新任経営役員 

氏 名 新役職 現役職 

近藤 徹夫 経営役員 執行役員 

石井 直生 経営役員 執行役員 

 

②退任経営役員 

氏 名 新役職 現役職 

前田 和孝 退任 経営役員 

 

（３）参与の異動 

①退任参与 

氏 名 新役職 現役職 

都築 光治 退任 参与 

横井 宏幸 
アイコーサービス株式会社  

常勤顧問就任予定 
参与 

藤澤 成 
アイチセラテック株式会社  

常勤顧問就任予定 
参与 

釜崎 二三雄 
株式会社アスデックス 

常勤顧問就任予定 
参与 
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（４）２０２１年４月１日付役員体制 

 ①取締役（６名） 

 氏 名 

代表取締役社長 藤岡 高広 

代表取締役副社長 中村 元志 

取締役 安永 直弘 

取締役 小島 勝憲 

社外取締役 安井 香一 

社外取締役 新居 勇子 

 

②監査役（４名）・補欠監査役（１名） 

 氏 名 

常勤監査役 知野 広明 

常勤監査役 後藤  卓 

社外監査役 伊藤 浩一 

社外監査役 小倉 克幸 

補欠監査役 宗像  雄 

                      

③経営役員（８名 うち取締役兼務２名＊） 

 氏 名 

経営役員 安永 直弘 ＊ 

経営役員 小島 勝憲 ＊ 

経営役員 石神 隆志 

経営役員 山中 敏幸 

経営役員 伊藤 利男 

経営役員 野村 一衛 

経営役員 近藤 徹夫 

経営役員 石井 直生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）取締役・経営役員の役割の変更（２０２１年４月１日付） 

氏 名 変更後 役割 現 役職・担当 

中村 元志 

代表取締役副社長 

 経営全般補佐 

  生産管理オフィサー 

代表取締役副社長 

 経営全般補佐 

 鍛(キタエル)カンパニー プレジデント 

安永 直弘 

取締役  経営役員 

安全衛生環境オフィサー 

 モノづくり革新本部 本部長 

取締役  経営役員 

安全衛生環境部 

 モノづくり革新本部 本部長 

  調達部 

小島 勝憲 
取締役  経営役員 

 スマートカンパニー プレジデント 

取締役  経営役員 

 スマートカンパニー プレジデント 

石神 隆志 
経営役員 

 鋼(ハガネ)カンパニー プレジデント 

経営役員 

 鋼(ハガネ)カンパニー プレジデント 

山中 敏幸 

経営役員 

 お客様本部 本部長 

  営業オフィサー（東京） 

  営業オフィサー（名古屋） 

  営業オフィサー（大阪） 

経営役員 

 お客様本部 本部長 

  東京支店 

  名古屋支店 

  大阪支店 

伊藤 利男 

経営役員 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  上海愛知鍛造有限公司 総経理 

  上海駐在員事務所 所長 

経営役員 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  上海愛知鍛造有限公司 総経理 

  上海駐在員事務所 所長 

野村 一衛 
経営役員 

 開発本部 本部長 

経営役員 

 開発本部 本部長 

近藤 徹夫 

経営役員 

 鍛 (キタエル )カンパニー プレジデント 

  鍛事業統括オフィサー 

執行役員 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  鍛造生産技術部 

  鍛造工場 

石井 直生 

経営役員 

 企画創生本部 本部長 

  広報オフィサー 

  人事オフィサー 

執行役員 

 企画創生本部 副本部長 

  広報室 

  人事部 

 

 

 

 

 

 

 



２．２０２１年６月定時株主総会日付役員人事 

２０２１年６月開催予定の第１１７回定時株主総会およびその終了後に開催される取締役会を 

経て、正式に決定いたします。 

 

（１）監査役の異動 

①新任監査役候補 

氏 名 新役職 現役職 

横田 博史 常勤監査役 品質保証部 部長 

 

 ②退任予定監査役 

氏 名 新役職 現役職 

後藤 卓 退任 常勤監査役 

 

 

（２）【ご参考】２０２１年６月定時株主総会日付役員体制 

 ①取締役（６名） 

 氏 名 

代表取締役社長 藤岡 高広 

代表取締役副社長 中村 元志 

取締役 安永 直弘 

取締役 小島 勝憲 

社外取締役 安井 香一 

社外取締役 新居 勇子 

 

②監査役（４名）・補欠監査役（１名） 

 氏 名 

常勤監査役 知野 広明 

常勤監査役 横田 博史 

社外監査役 伊藤 浩一 

社外監査役 小倉 克幸 

補欠監査役 宗像  雄 

 

 ③経営役員（８名 うち取締役兼務２名＊） 

 氏 名 

経営役員 安永 直弘 ＊ 

経営役員 小島 勝憲 ＊ 

経営役員 石神 隆志 

経営役員 山中 敏幸 

経営役員 伊藤 利男 

経営役員 野村 一衛 

経営役員 近藤 徹夫 

経営役員 石井 直生 

 

 



３．執行職の異動（２０２１年４月１日付） 

  （１）新任執行職（２０名） 

氏 名 新役職 現役職 

藤根  学 執行職 執行役員 

志藤 康弘 執行職 執行役員 

坂本  定 執行職 執行役員 

鹿野  厚 執行職 執行役員 

相地 政登 執行職 執行役員 

木原 一馬 執行職 執行役員 

古寺  実 執行職 執行役員 

深津 和也 執行職 執行役員 

住田  庸 執行職 執行役員 

佐藤 公彦 執行職 執行役員 

御手洗 浩成 執行職 執行役員 

水谷 正彦 執行職 参与 

小川 正路 執行職 参与 

後藤 尚英 執行職 参与 

山本 道治 執行職 参与 

磯貝 剛弘 執行職 参与 

西門 勝司 執行職 参与 

江島  司 執行職 
ステンレスカンパニー 

刈谷工場長 

菅田 雅巳 執行職 
スマートカンパニー 

スマート事業統括部長 

上村 元雅 執行職 
企画創生本部 

総合企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）執行職の役割および部長職委嘱の変更（２０２１年４月１日付） 

 [   ]：部長職委嘱 

氏 名 変更後 役割・委嘱 現 役職・担当・委嘱 

藤根  学 

執行職 

 開発本部 

  シリコンバレーオフィサー 

  技術統括オフィサー 

  未来創生開発オフィサー 

執行役員 

 開発本部 

  シリコンバレー事務所 

  技術統括部 

  未来創生開発部 

志藤 康弘 

執行職 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  アイチ フォージ フィリピン㈱ 

  取締役社長 

 

執行役員 

 企画創生本部 

  総合企画部 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  鍛事業統括部 

坂本  定 

執行職 

 企画創生本部 

  総合企画部 

執行役員 

 鍛(キタエル)カンパニー 

  アイチ フォージ(タイランド) ㈱ 

  取締役会長 兼 取締役社長 

鹿野  厚 

執行職 

 スマートカンパニー 

  電子部品事業オフィサー 

  スマート生産技術オフィサー 

  東浦工場オフィサー 

  岐阜工場オフィサー 

  電子部品工場オフィサー 

執行役員 

 スマートカンパニー 

  スマート事業統括部 

  電子部品事業室 

  スマート生産技術部 

  東浦工場 

  岐阜工場 

  電子部品工場 

相地 政登 

執行職 

 企画創生本部 

  ＩＴマネジメントオフィサー 

執行役員 

 企画創生本部 

  ＩＴマネジメント部 

木原 一馬 

執行職 

 モノづくり革新本部 

  設備技術オフィサー 

執行役員 

 モノづくり革新本部 

  生産管理部 

  設備技術部 

古寺  実 

執行職 

 鋼(ハガネ)カンパニー 

  鋼事業統括オフィサー 

執行役員 

 鋼(ハガネ)カンパニー 

  鋼事業統括部 

  知多工場 [工場長] 

深津 和也 

執行職 

 ステンレスカンパニー プレジデント 

  ステンレス事業統括オフィサー 

執行役員 

 ステンレスカンパニー プレジデント 

  ステンレス事業統括部 



氏 名 変更後 役割・委嘱 現 役職・担当・委嘱 

住田  庸 

執行職 

 開発本部 

  部品開発オフィサー 

  材料試験技術オフィサー 

執行役員 

 開発本部 

  部品開発部 

  材料試験技術部 

佐藤 公彦 

執行職 

 企画創生本部 

  総務オフィサー 

執行役員 

 企画創生本部 

  総務部 

御手洗浩成 

執行職 

 スマートカンパニー 

  磁石事業オフィサー 

  関工場オフィサー 

  磁性材工場オフィサー 

執行役員 

スマートカンパニー 

 磁石事業室 

 関工場 

 磁性材工場 

水谷 正彦 

執行職 

 ステンレスカンパニー 

  ステンレス生産技術オフィサー 

刈谷工場オフィサー 

参与 

 ステンレスカンパニー 

  ステンレス生産技術部 

  刈谷工場 

小川 正路 

執行職 

  監査オフィサー 

 企画創生本部 

  経理オフィサー 

参与 

  監査室 

 企画創生本部 

  経理部 

後藤 尚英 

執行職 

 お客様本部 

  営業企画オフィサー 

  トヨタ営業オフィサー 

  トヨタ営業部 [部長] 

参与 

  お客様本部 

  営業企画部 

  トヨタ営業部 [部長] 

 

山本 道治 

執行職 

スマートカンパニー 

  センサ事業オフィサー 

参与 

スマートカンパニー 

  センサ事業室 

磯貝 剛弘 

執行職 

 鍛(キタエル)カンパニー 

鍛造生産技術オフィサー 

鍛造工場オフィサー 

参与 

鍛(キタエル)カンパニー 

  鍛事業統括部 [部長] 

西門 勝司 

執行職 

品質保証オフィサー 

鋼(ハガネ)カンパニー 

  鋼生産技術オフィサー 

参与 

  品質保証部 

鋼(ハガネ)カンパニー 

  鋼生産技術部 



氏 名 変更後 役割・委嘱 現 役職・担当・委嘱 

江島  司 

執行職 

 鋼（ハガネ）カンパニー 

  知多工場オフィサー 

  知多工場 [工場長] 

 

 ステンレスカンパニー 

  刈谷工場長 

菅田 雅巳 

執行職 

 スマートカンパニー 

  スマート事業統括オフィサー 

  スマート事業統括部 [部長] 

 

 スマートカンパニー 

  スマート事業統括部長 

上村 元雅 

執行職 

 企画創生本部 

  総合企画オフィサー 

  総合企画部 [部長] 

 

 企画創生本部 

  総合企画部長 

 

 

４．従業員の異動（２０２１年４月１日付） 

（１）基幹職１級（部長級） 

氏 名 新役職 現役職 

大脇 進 企画創生本部 

 ＩＴマネジメント部長 

企画創生本部                              

ＩＴマネジメント部 主査 

小川 博之 ステンレスカンパニー 

 刈谷工場長 

鋼(ハガネ)カンパニー 

 知多工場 主査 

山口 満三 鍛（キタエル）カンパニー 

 鍛事業統括部長 

 兼 戦略･企画グループ長 

鍛（キタエル）カンパニー                                 

鍛事業統括部 戦略･企画グループ長 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ先･･･愛知製鋼株式会社 広報室：052-603-9216 


