
平成２１年３月９日 

 

各  位 

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション 

代 表 者 名 取締役社長 青木 克規 

コード番号 ６２９９ 

上場取引所 大証第二部 

問 合 せ 先 総務部長 大西 主計 

      （電話：078-232-8018） 

 

 

組織改正及び役員人事等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催致しました取締役会において、本年４月１日以降の新体制について、

別紙のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

また、本年６月下旬開催予定の第５５回定時株主総会に付議される取締役候補者、並び

に同総会後の取締役会で決議される代表取締役及び役付取締役の選任、役員の委嘱業務を

別紙のとおり内定しましたので、併せてお知らせします。 

 

 また、併せて、理事の任用及び異動、関係会社社長人事についてお知らせします。 

 

＜添付資料＞ 

１．組織改正について       （平成２１年４月１日付） 

２．役員人事について       （平成２１年４月１日付） 

３．役員人事について       （平成２１年６月下旬予定） 

４．理事の任用及び異動について  （平成２１年４月１日付） 

５．関係会社社長人事について   （平成２１年４月１日予定及び６月下旬予定） 

６．役員の役職及び委嘱業務    （平成２１年４月１日付及び６月下旬予定） 

 

以 上 

 

<同時投函場所> 

大阪証券記者クラブ 

神戸経済記者クラブ 



 

 

１．組織改正について（平成２１年４月１日付） 

 

「商品・市場開発部」と「技術開発本部」を統合し、「商品市場・技術開発センター」

を新設する。 

 

 



 

 

２．役員人事について（平成２１年４月１日付） 

 

（１）取締役・執行役員の体制 

新役職 

（４月１日付） 

氏  名 現役職 

（３月９日現在） 

代表取締役 

専務執行役員 

髙久 裕 代表取締役 

専務取締役 

取締役 

専務執行役員 

山本 徹 常務取締役 

 

取締役 

常務執行役員 

平井 等 

鈴木 富雄 

中沢 良博 

近藤 秀幸 

常務取締役 

 

常務執行役員 岡本 圭祐 執行役員 

執行役員 土居 孝芳 

岡部 裕志 

平尾 俊策 

淨弘 明彦 

片岡 誠  

執行役員 

 

 

 

 

執行役員（新任） 

 

時枝 高秀 ㈱神戸製鋼所 理事 

竹内 徹 

八木 秀治 

広瀬 浩一 

当社 理事 

 

 

（２）委嘱業務の変更 

    添付資料「６．役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり 

 



 

 

３．役員人事について(平成２１年６月下旬予定) 

 

（１）取締役候補者 

氏  名 役職（４月１日現在） 備 考 

青木 克規 代表取締役・取締役社長 再任（４名） 

 山本 徹 取締役・専務執行役員 

平井 等 取締役・常務執行役員 

近藤 秀幸 取締役・常務執行役員 

岡本 圭祐 常務執行役員 新任（３名） 

岡部 裕志 執行役員 

時枝 高秀 執行役員 

 

 

（２）代表取締役選任 

新役職 

（６月下旬予定） 

氏  名 現役職 

（３月９日現在） 

代表取締役 

専務執行役員 

山本 徹   常務取締役 

 

 

（３）退任取締役 

現役職 

（３月９日現在） 

氏  名 退任後の就任予定 

（６月下旬予定） 

代表取締役 

専務取締役 

髙久 裕   顧問役 

常務取締役 鈴木 富雄 技監（役員待遇） 

常務取締役 中沢 良博 技監（役員待遇） 

 

 

（４）委嘱業務 

    添付資料「６．役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり 



 

 

４．理事の任用及び異動について（平成２１年４月１日付） 

 

（１）理事の任用 

氏 名 新役職（４月１日付） 現役職（３月９日現在） 

浅原 一彦 理事、技術研究所副所長 

 

技術開発本部開発企画室長 

兼商品・市場開発部担当部長 

 

北之防 保 理事、品質安全環境部担当役員

補佐 

 

品質安全環境部長 

 

 

（２）理事の異動 

氏 名 新役職（４月１日付） 現役職（３月９日現在） 

真鍋  恵 理事、商品市場・技術開発セン

ター長代理 

 

理事、技術開発本部長代理 

中熊 道人 理事、人事労政部付 

（㈱イー・アール・シー高城へ

出向） 

 

理事、総務部、人事労政部の

担当 

志賀 俊之 理事、環境プラント事業部長代

理 兼同営業部長 

 

理事、環境プラント事業部長

代理 兼同企画室長 

関 美津夫 － 

（神鋼検査サービス㈱へ転籍） 

 

理事、コストエンジニアリン

グセンター長代理 

 

松本 宏一 － 

（神鋼環境メンテナンス㈱へ 

転籍） 

 

理事、環境プラント事業部長

代理 

 

 

 



 

 

５．関係会社社長人事について 

   

会 社 名 新社長名 現社長名 

 

備  考 

㈱イー・アール・シー高城 中熊 道人 谷口 十一 平成２１年６月下旬 

予定 

㈱加古川環境サービス 長谷川 基 江藤  猛 平成２１年４月１日 

予定 

 

 



６．役員の役職及び委嘱業務

（１）取締役 （新任候補者については略歴書を添付）

氏　　名 備　考 株主総会 氏　　名 備　考

終了後予定

1 青木　克規
代表取締役
取締役社長

（同左） 青木　克規
代表取締役
取締役社長

2 髙久　裕
代表取締役
専務取締役

監査室､秘書室､総務部､経営企画
部､財務部､人事労政部､支社･支
店､安全保障貿易管理の担当､商
品･市場開発部､コストエンジニ
アリングセンター､水環境事業部
の総括

代表取締役
専務執行役員

監査室、秘書室、総務部、経
営企画部、財務部、人事労政
部、ベトナム事務所、商品市
場・技術開発センター、コス
トエンジニアリングセン
ター、技術研究所、支社・支
店の総括

退任
（顧問役）

山本　　徹
代表取締役
専務執行役員

水処理事業部、水環境事業部、
環境プラント事業部の総括、品
質安全環境部、冷却塔事業部の
担当

3 平井　等 常務取締役
品質安全環境部､冷却塔事業部の
担当､特命事項(㈱ｺﾍﾞﾙｺ･ﾋﾞﾆﾙｰ
ﾌﾟ･ｲｰｽﾄ代表取締役社長)

取締役
常務執行役員

プロセス機器事業部長、播磨
製作所長、安全保障貿易管理
の担当

平井　　等
取締役
常務執行役員

プロセス機器事業部長、播磨製
作所長、安全保障貿易管理の担
当

4 鈴木　富雄 常務取締役 技術開発本部長､技術研究所長
取締役
常務執行役員

社長付
退任
(技監(役員待遇))

近藤　秀幸
取締役
常務執行役員

水処理事業部長

5 中沢　良博 常務取締役 環境プラント事業部長
取締役
常務執行役員

社長付
退任
(技監(役員待遇))

岡本　圭祐
取締役
常務執行役員

環境プラント事業部長、特命事
項（塩ビリサイクル関連業務）

新任

6 山本　徹 常務取締役
プロセス機器事業部長､播磨製作
所長

取締役
専務執行役員

水処理事業部、水環境事業
部、環境プラント事業部の総
括、品質安全環境部、冷却塔
事業部の担当

代表取締役
専務執行役員

岡部　裕志
取締役
執行役員

コストエンジニアリングセン
ター長、ベトナム事務所、商品
市場・技術開発センター、技術
研究所の担当

新任

7 近藤　秀幸 常務取締役 水処理事業部長
取締役
常務執行役員

（同左） 時枝　高秀
取締役
執行役員

監査室、秘書室、総務部、経営
企画部、財務部、人事労政部、
支社・支店の担当

新任

（２）監査役
氏　　名 備　考 株主総会 氏　　名 備　考

終了後予定

8 前田　秀則 監査役(常勤) （同左） 前田　秀則 監査役（常勤）

9 近藤　史朗 監査役(常勤) （同左） 近藤　史朗 監査役（常勤）

10 奥村　英樹 監査役 （同左） 奥村　英樹 監査役

11 宮川　丈彦 監査役 （同左） 宮川　丈彦 監査役

（下線は４月１日からの変更部分）

新役職（４月1日付）

新役職　及び　委嘱業務（６月下旬予定）

現役職（3月9日現在） 新役職（６月下旬予定）

現役職　及び　委嘱業務（3月9日現在）
（下線は現役職からの変更部分）

新役職　及び　委嘱業務（４月1日付）



（３）執行役員 （新任執行役員については略歴書を添付）

氏　　名 備　考 株主総会 氏　　名 備　考

終了後予定

12 岡本　圭祐 執行役員
コストエンジニアリングセン
ター長､特命事項(塩ビリサイク
ル関連業務)

常務執行役員
環境プラント事業部長、特命
事項（塩ビリサイクル関連業
務）

取締役
常務執行役員

土居　孝芳 執行役員 水環境事業部長

13 土居　孝芳 執行役員 水環境事業部長 （同左） （同左） 平尾　俊策 執行役員
プロセス機器事業部副事業部
長、同営業部長、東京支社長

14 岡部　裕志 執行役員 水環境事業部副事業部長 （同左）

コストエンジニアリングセン
ター長、ベトナム事務所、商
品市場・技術開発センターの
担当

取締役
執行役員

淨弘　明彦 執行役員
商品市場・技術開発センター
長、技術研究所長

15 平尾　俊策 執行役員
プロセス機器事業部副事業部長､
同営業部長

（同左）
プロセス機器事業部副事業部
長、同営業部長、東京支社長

片岡　　誠 執行役員 環境プラント事業部副事業部長

16 淨弘　明彦 執行役員
商品･市場開発部の担当､東京支
社長､特命事項(PCB関連業務)

（同左）
商品市場・技術開発センター
長、技術研究所長

竹内　　徹 執行役員
水処理事業部副事業部長、同営
業部長、大阪支社長

17 片岡　誠 執行役員
水処理事業部副事業部長､同技術
部長

（同左）
環境プラント事業部副事業部
長

八木　秀治 執行役員 経営企画部長

18 時枝　高秀
㈱神戸製鋼所
理事

㈱神戸製鋼所　機械エンジニア
リングカンパニー　エンジニア
リング事業部エネルギー・原子
力機器本部長

執行役員
監査室、秘書室、総務部、経
営企画部、財務部、人事労政
部、支社・支店の担当

新任
取締役
執行役員

広瀬　浩一 執行役員
水環境事業部副事業部長、同産
業水処理部長

19 竹内　　徹 理事
水処理事業部長代理、同営業部
長、大阪支社長

執行役員
水処理事業部副事業部長、同
営業部長、大阪支社長

新任

20 八木　秀治 理事 経営企画部長 執行役員 （同左） 新任

21 広瀬　浩一 理事
水環境事業部長代理、同産業水
処理部長

執行役員
水環境事業部副事業部長、同
産業水処理部長

新任

現役職　及び　委嘱業務（3月9日現在） 新役職　及び　委嘱業務（６月下旬予定）
（下線は現役職からの変更部分）

新役職　及び　委嘱業務（４月1日付）



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：岡本 圭祐（おかもと けいすけ） 

 

生年月日：昭和27年 ２月 20日 

 

出 身 地：奈良県 

 

学  歴：昭和49年 ３月 関西学院大学 経済学部卒 

 

職  歴：昭和49年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     昭和 62年 １月 １日 同社 エンジニアリング事業部エンジニアリング本部 

                業務部業務室主任部員 

 

     平成 ８年 ４月 １日 同社 機械エンジニアリング事業本部都市環境本部 

                環境プラント営業部長 

 

     平成 13年 ６月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

                担当役員補佐 

                兼同環境ソリューション部長 

 

     平成 15年 ９月 １日 当社 企画担当取締役付部長 

 

     平成 15年 10月 １日 当社 環境事業推進部長 

                   

     平成 16年 ７月 １日 当社 理事 

                環境事業推進部長 

 

     平成 17年 ６月 29日 当社 取締役 

 

     平成 20年 ６月 27日 当社 執行役員 

 

 

以  上 



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：岡部 裕志（おかべ ひろし） 

 

生年月日：昭和25年９月26日 

 

出 身 地：大阪府 

 

学  歴：昭和48年 ３月 関西学院大学 経済学部卒 

 

職  歴：昭和48年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     昭和63年 １月 １日 同社 人事本部人事部付（日本褐炭液化株式会社）参事 

 

平成 元年 ８月 １日 同社 機械エンジニアリング事業本部 

           産業機械本部産機調達部主任部員 

 

平成11年 ４月 １日 同社 エンジニアリングカンパニー 

           総合ロジスティクスセンター調達部担当部長 

 

平成15年10月 １日 同社 エンジニアリングカンパニー調達部長 

           兼同エネルギー本部営業部担当部長 

 

平成16年 ４月 １日 同社 機械エンジニアリングカンパニー 

           エンジニアリング事業部調達部長 

 

平成19年 ４月 １日 当社 顧問 

           技術本部副本部長、同コストエンジニアリング 

           センター長、同企画室の担当 

 

平成19年 ６月28日 当社 取締役 

 

     平成20年 ６月27日 当社 執行役員 

以  上 



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：時枝 高秀（ときえだ たかひで） 

 

生年月日：昭和26年11月９日 

 

出 身 地：大分県 

 

学  歴：昭和51年 ３月 大阪外国語大学 イスパニア語学科卒 

 

職  歴：昭和51年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     昭和64年 １月 １日 同社 人事本部人事部人事企画室主任部員 

 

平成11年 ４月 １日 同社 機械カンパニー高砂機械センター 

           資材部担当部長 

 

平成13年 １月 １日 同社 機械カンパニー高砂機械センター 

           資材部長 

 

平成16年 ４月 １日 同社 機械エンジニアリングカンパニー 

           企画管理部長 

 

平成17年 ４月 １日 同社 理事、機械エンジニアリングカンパニー 

           企画管理部長 

 

平成18年 ４月 １日 同社 理事、機械エンジニアリングカンパニー 

           エンジニアリング事業部 

           エネルギー・原子力機器本部長 

           兼同本部営業部長 

 

平成20年 ４月 １日 同社 理事、機械エンジニアリングカンパニー 

           エンジニアリング事業部 

           エネルギー・原子力機器本部長 

 

以  上 



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：竹内 徹（たけうち とおる） 

 

生年月日：昭和28年 ５月29日 

 

出 身 地：群馬県 

 

学  歴：昭和53年 ３月 北海道大学 工学部機械工学科卒   

 

職  歴：昭和53年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     平成 ４年 １月 １日 同社 機械エンジニアリング事業本部 

                都市環境エンジニアリング本部 

                環境エンジニアリング部 

                水処理技術室主任部員 

 

平成14年 ４月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

           環境装置営業部担当部長 

 

平成15年 ２月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

           環境ソリューション本部 

           装置営業部長 

 

平成15年10月 １日 当社 第一営業本部 

           水処理第一営業部長 

 

平成19年 ４月 １日 当社 理事 

           営業本部水処理第一営業部長 

 

平成20年 ４月 １日 当社 理事、水処理事業部事業部長代理 

           兼同営業部長 

           兼大阪支社長 

  

以  上 



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：八木 秀治（やぎ ひでじ） 

 

生年月日：昭和30年 ６月20日 

 

出 身 地：福井県 

 

学  歴：昭和53年 ３月 一橋大学 商学部卒 

 

職  歴：昭和53年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     平成 ３年 １月 １日 同社 企画本部企画部主任部員 

 

平成13年 ４月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

           環境プラント営業部担当部長 

 

平成15年 ２月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

           環境ソリューション本部 

           プラント第三営業部長 

 

平成15年10月 １日 当社 第二営業本部 

           環境プラント第二営業部長 

 

平成18年 ７月 １日 当社 技術本部管理室長 

            

平成19年 ４月 １日 当社 技術本部企画室長 

           兼経営管理部担当部長 

 

平成20年 ４月 １日 当社 理事、経営企画部長 

  

以  上 



平成２１年３月９日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

 

略 歴 書 

 

氏  名：広瀬 浩一（ひろせ こういち） 

 

生年月日：昭和31年12月４日 

 

出 身 地：兵庫県 

 

学  歴：昭和54年 ３月 広島大学 総合科学部環境科学コース卒   

 

職  歴：昭和54年 ４月 １日 株式会社 神戸製鋼所 入社 

 

     平成 ５年 １月 １日 同社 機械エンジニアリング事業本部 

                産業機械本部回転機営業部主任部員 

 

平成15年 ４月 １日 同社 都市環境・エンジニアリングカンパニー 

           環境ソリューション本部 

           プラント第一営業部担当部長 

           兼業務部主任部員 

 

平成15年10月 １日 当社 第一営業本部 

           環境プラント第一営業部担当部長 

 

平成17年 ６月29日 当社 第一営業本部 

           環境プラント第一営業部長 

 

平成19年 ４月 １日 当社 営業本部水処理第二営業部長 

 

平成19年10月 １日 当社 水環境事業部事業部長代理 

           兼同企画室長 

           兼同営業部長 

 

平成20年 ４月 １日 当社 理事、水環境事業部事業部長代理 

           兼同営業部長 

 

平成20年 10月 １日 当社 理事、水環境事業部事業部長代理 

           兼同産業水処理部長 

以  上 




