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各 位                                                   2022 年３月４日 

上場会社名 株式会社神戸製鋼所 

代表者名 代表取締役社長  山口 貢 

（コード番号： 5406 東証第 1 部） 

問合せ先 執行役員 総務・CSR 部長 

 中森 慶太郎  

 （TEL 03-5739-6010） 

 

 役員人事について  

 

当社は、本日開催致しました取締役会において、第 169 回定時株主総会（2022 年６月下旬開催

予定）に付議される取締役候補者及び同総会後の取締役会で選定される代表取締役を内定致し

ました。 

また、４月１日以降の執行役員を選出し、その委嘱業務を決定致しましたのでお知らせ致します。 

 

＜添付資料＞ 

 

１．定時株主総会日付（2022 年６月下旬）役員体制について 

取締役候補者・執行役員・フェロー及びその役職名・委嘱業務 

 

２．2022 年 4 月１日付役員人事について 

取締役・執行役員・フェローの役職名・委嘱業務の変更 

 

３．参考資料  

(1) 新任取締役候補者、新任執行役員について 

 

(2) 退任取締役、退任執行役員について 

 

(3) 略歴書（新任取締役候補者、新任執行役員） 

 

(4) 理事の任用について  

 

(5) 研究首席の任命について  

 

(6) 関係会社社長人事について  

 

(7) 役員人事に伴う部長級人事異動について 

 

（別添）委嘱業務一覧 
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１．定時株主総会日付（2022 年６月下旬）役員体制について 

 

＜取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者＞ 

役職名 氏名 委嘱業務 

代表取締役社長 山口 貢  

代表取締役副社長執行役員 輿石 房樹 
安全・環境部、品質統括部の総括、全社安全衛生の総

括、全社環境防災の総括、全社品質の総括 

代表取締役副社長執行役員 柴田 耕一朗 
事業開発部、知的財産部、ＩＴ企画部の総括、全社技

術開発の総括、全社システムの総括 

取締役執行役員 勝川 四志彦 
経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の総

括 

取締役執行役員 永良 哉 

内部統制・監査部、法務部、総務・ＣＳＲ部、人事労政

部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセンター、支

社・支店、高砂製作所（直属部門）の総括、全社コンプ

ライアンスの総括 

社外取締役 馬場 宏之  

社外取締役 伊藤 ゆみ子  

社外取締役 北川 慎介  

 

＜監査等委員である取締役候補者＞ 

役職名 氏名 

取締役（監査等委員） 石川 裕士 

取締役（監査等委員） 対馬 靖 

社外取締役（監査等委員） 河野 雅明 

社外取締役（監査等委員） 三浦 州夫 

社外取締役（監査等委員） 関口 暢子 

 

＜補欠の監査等委員である取締役候補者＞ 

現職 氏名 

弁護士 

〔弁護士法人塩路総合法律事務所 代表社員〕 
塩路 広海 
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＜執行役員＞（除く取締役候補者） 

役職名 氏名 委嘱業務 

副社長執行役員 水口 誠 
素材系事業の総括、鉄鋼アルミ事業部門長、全社自動車プ

ロジェクトの総括 

副社長執行役員 森崎 計人 
機械系事業の総括、エンジニアリング事業部門長、全社建設

業の担当 

執行役員 入谷 一夫 
機械事業部門技術本部長、同技術本部回転機・機器技術部

長、同管理本部副本部長 

執行役員 岡野 康司 
法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセ

ンター、高砂製作所（直属部門）の担当 

執行役員 小椋 大輔 
品質統括部、知的財産部の担当、全社安全衛生の担当、全

社環境防災の担当、全社品質保証の担当、安全・環境部長 

執行役員 加藤 丈晴 素形材事業部門鋳鍛鋼ユニット、チタンユニットの担当 

執行役員 門脇 良策 
素形材事業部門高砂管理部、高砂品質保証部の担当、同ア

ルミ鋳鍛ユニット、鉄粉ユニットの担当 

執行役員 上谷内 洋一 
エンジニアリング事業部門安全品質環境部、原子力・復興プ

ロジェクト部、同ＣＷＤセンターの担当 

執行役員 河原 一明 財務経理部、海外拠点（本社所管）の担当 

執行役員 北川 二朗 電力事業の総括、電力事業部門長 

執行役員 北山 修二 鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所長 

執行役員 木本 和彦 鉄鋼アルミ事業部門事業戦略部の担当、同厚板ユニット長 

執行役員 栗岡 義紀 機械事業部門生産本部長、同管理本部副本部長 

執行役員 後藤 有一郎 技術開発本部長 

執行役員 坂本 浩一 
鉄鋼アルミ事業部門技術企画部、システム技術部の担当、鉄

鋼アルミ事業部門長特命事項の担当 

執行役員 猿丸 正悟 
機械事業部門新事業推進本部、営業・マーケティング本部の

担当、同管理本部副本部長 

執行役員 末永 和之 溶接事業部門長 

執行役員 竹内 正道 機械事業部門長、同管理本部長 

執行役員 谷川 正樹 
鉄鋼アルミ事業部門真岡製造所の担当、同アルミ板ユニット

長 

執行役員 中西 元 
鉄鋼アルミ事業部門自動車板材営業部、名古屋鉄鋼・アルミ

板営業部の担当、同薄板ユニット長 

執行役員 中村 昭二 

鉄鋼アルミ事業部門自動車事業企画室、自動車板材商品技

術部、同技術開発センターの担当、同自動車板材全般の担

当、同鋼材商品技術開発全般の担当、全社自動車プロジェ

クトの担当 

執行役員 中森 慶太郎 
内部統制・監査部、支社・支店の担当、全社コンプライアンス

の担当、総務・ＣＳＲ部長 

執行役員 西口 昭洋 

素形材事業部門長府製造所（直属部門）、大安製造所（直属

部門）の担当、同アルミ押出・サスペンションユニット、銅板ユ

ニットの担当 

執行役員 宝田 澄和 鉄鋼アルミ事業部門原料部の担当、同企画管理部長 

執行役員 松原 弘明 素形材事業部門技術総括部、品質保証部の担当 
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役職名 氏名 委嘱業務 

執行役員 三原 雄二 鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット長 

執行役員 宮岡 伸司 経営企画部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担当 

執行役員 宮崎 庄司 素形材事業部門長 

執行役員 元行 正浩 
エンジニアリング事業部門新規事業推進室、同新鉄源センタ

ーの担当、同プロジェクトエンジニアリング本部長 

執行役員 吉武 邦彦 電力事業部門副事業部門長、同神戸建設本部長 

 

＜フェロー＞ 

役職名 氏名 委嘱業務 

フェロー 大久保 安 法務全般に関わる業務 
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２．2022 年４月 1 日付役員人事について 

氏名 
現役職名 

（３月１日現在） 

現委嘱業務 

（３月１日現在） 

新役職名 

(４月１日) 

新委嘱業務 

(４月１日) 

山口 貢 代表取締役社長  （同左）  

輿石 房樹 
代表取締役 

副社長執行役員 

安全・環境部、品質統括

部の総括、全社安全衛

生の総括、全社環境防

災の総括、全社品質の

総括 

（同左） （同左） 

柴田 耕一朗 
代表取締役 

副社長執行役員 

事業開発部、知的財産

部、ＩＴ企画部の総括、

全社技術開発の総括、

全社システムの総括 

（同左） （同左） 

勝川 四志彦 
取締役 

執行役員 

経営企画部、財務経理

部、海外拠点（本社所

管）の総括 

（同左） （同左） 

永良 哉 
取締役 

執行役員 

内部統制・監査部、法務

部、総務・ＣＳＲ部、人事

労政部、建設技術部、

機材調達部、ラグビーセ

ンター、支社・支店、高

砂製作所（直属部門）の

総括、全社コンプライア

ンスの総括 

（同左） （同左） 

北畑 隆生 社外取締役  （同左）  

馬場 宏之 社外取締役  （同左）  

伊藤 ゆみ子 社外取締役  （同左）  

石川 裕士 
取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

対馬 靖 
取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

宮田 賀生 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

河野 雅明 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

三浦 州夫 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  
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氏名 
現役職名 

（３月１日現在） 

現委嘱業務 

（３月１日現在） 

新役職名 

(４月１日) 

新委嘱業務 

(４月１日) 

水口 誠 副社長執行役員 

素材系事業の総括、鉄

鋼アルミ事業部門長、全

社自動車プロジェクトの

総括 

（同左） （同左） 

森崎 計人 副社長執行役員 

機械系事業の総括、エ

ンジニアリング事業部門

長、全社建設業の担当 

（同左） （同左） 

岡野 康司 執行役員 

法務部、人事労政部、

建設技術部、機材調達

部、高砂製作所（直属部

門）の担当、ラグビーセ

ンター長 

（同左） 

法務部、人事労政部、

建設技術部、機材調達

部、ラグビーセンター、

高砂製作所（直属部門）

の担当 

小椋 大輔 執行役員 

品質統括部、知的財産

部の担当、全社安全衛

生の担当、全社環境防

災の担当、全社品質保

証の担当、安全・環境部

長 

（同左） （同左） 

加藤 丈晴 執行役員 

素形材事業部門鋳鍛鋼

ユニット、チタンユニット

の担当 

（同左） （同左） 

門脇 良策 執行役員 

素形材事業部門高砂管

理部、高砂品質保証部

の担当、同アルミ鋳鍛ユ

ニット、鉄粉ユニットの担

当 

（同左） （同左） 

上谷内 洋一 執行役員 

エンジニアリング事業部

門原子力・復興センタ

ー、ＣＷＤセンターの担

当 

（同左） 

エンジニアリング事業部

門安全品質環境部、原

子力・復興プロジェクト

部、同ＣＷＤセンターの

担当 

河原 一明 執行役員 

経営企画部、財務経理

部、海外拠点（本社所

管）の担当 

（同左） 
財務経理部、海外拠点

（本社所管）の担当 

北川 二朗 執行役員 
電力事業の総括、電力

事業部門長 
（同左） （同左） 

北山 修二 執行役員 
鉄鋼アルミ事業部門加

古川製鉄所長 
（同左） （同左） 

木本 和彦 執行役員 

鉄鋼アルミ事業部門企

画部の担当、同線材条

鋼ユニット長、厚板ユニ

ット長 

（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門事

業戦略部の担当、同厚

板ユニット長 

栗岡 義紀 執行役員 
機械事業部門回転機本

部長 
（同左） 

機械事業部門生産本部

長、同管理本部副本部

長 

後藤 有一郎 執行役員 技術開発本部長 （同左） （同左） 
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氏名 
現役職名 

（３月１日現在） 

現委嘱業務 

（３月１日現在） 

新役職名 

(４月１日) 

新委嘱業務 

(４月１日) 

坂本 浩一 執行役員 

鉄鋼アルミ事業部門技

術企画部、システム技術

部、同技術開発センター

の担当、鉄鋼アルミ事業

部門長特命事項の担当 

（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門技

術企画部、システム技術

部の担当、鉄鋼アルミ事

業部門長特命事項の担

当 

猿丸 正悟 執行役員 
機械事業部門産業機械

事業部長 
（同左） 

機械事業部門新事業推

進本部、営業・マーケテ

ィング本部の担当、同管

理本部副本部長 

末永 和之 執行役員 
溶接事業部門副事業部

門長 
（同左） 溶接事業部門長 

竹内 正道 執行役員 機械事業部門長 （同左） 
機械事業部門長、同管

理本部長 

谷川 正樹 執行役員 
鉄鋼アルミ事業部門ア

ルミ板ユニット長 
（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門真

岡製造所の担当、同ア

ルミ板ユニット長 

中西 元 執行役員 

鉄鋼アルミ事業部門自

動車板材営業部、名古

屋鉄鋼・アルミ板営業部

の担当 

（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門自

動車板材営業部、名古

屋鉄鋼・アルミ板営業部

の担当、同薄板ユニット

長 

中村 昭二 執行役員 

鉄鋼アルミ事業部門自

動車事業企画室、自動

車板材商品技術部、同

真岡製造所の担当、同

自 動 車 板 材 全 般 の 担

当、全社自動車プロジェ

クトの担当 

（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門自

動車事業企画室、自動

車板材商品技術部、同

技術開発センターの担

当、同自動車板材全般

の担当、同鋼材商品技

術開発全般の担当、全

社自動車プロジェクトの

担当 

中森 慶太郎 執行役員 

内部統制・監査部、支

社・支店の担当、全社コ

ンプライアンスの担当、

総務・ＣＳＲ部長 

（同左） （同左） 

西口 昭洋 執行役員 

素形材事業部門長府製

造所（直属部門）、大安

製造所（直属部門）の担

当、同アルミ押出・サス

ペンションユニット、銅板

ユニットの担当 

（同左） （同左） 

松原 弘明 執行役員 

素形材事業部門技術総

括部、品質保証部の担

当 

（同左） （同左） 

三原 雄二 執行役員 
鉄鋼アルミ事業部門薄

板ユニット長 
（同左） 

鉄鋼アルミ事業部門線

材条鋼ユニット長 

宮崎 庄司 執行役員 素形材事業部門長 （同左） （同左） 
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氏名 
現役職名 

（３月１日現在） 

現委嘱業務 

（３月１日現在） 

新役職名 

(４月１日) 

新委嘱業務 

(４月１日) 

元行 正浩 執行役員 

エンジニアリング事業部

門新鉄源センターの担

当、同プロジェクトエンジ

ニアリング本部長 

（同左） 

エンジニアリング事業部

門新規事業推進室、同

新鉄源センターの担当、

同プロジェクトエンジニア

リング本部長 

入谷 一夫 

理事、機械事業

部門産業機械事

業部樹脂機械部

長 

－ 執行役員 

機械事業部門技術本部

長、同技術本部回転機・

機器技術部長、同管理

本部副本部長 

宝田 澄和 

鉄鋼ア ルミ 事業

部門管理部長 

兼 鉄 鋼 ア ルミ 事

業部門原料部長 

－ 執行役員 

鉄鋼アルミ事業部門原

料部の担当、同企画管

理部長 

宮岡 伸司 
理事、経営企画

部長 
－ 執行役員 

経営企画部、ＩＴ企画部

の担当、全社システムの

担当 

吉武 邦彦 

理事、電力事業

部門神戸建設本

部長 

－ 執行役員 

電力事業部門副事業部

門長、同神戸建設本部

長 

 

大久保 安 フェロー 法務全般に関わる業務 （同左） （同左） 

 

※なお、１、２に記載の役員委嘱業務に関連する2022年４月１日付の組織改正は、以下の通りです。 

【鉄鋼アルミ事業部門】 

 ・「事業戦略部」を新設。 

 ・「企画部」と「管理部」を「企画管理部」に統合。 

 ・「安全品質環境部」を「技術企画部」に統合。 

【機械事業部門】 

 ・３月４日公表「機械事業部門の組織改正について」をご参照ください。 

【エンジニアリング事業部門】 

 ・「原子力・復興センター」を「原子力・復興プロジェクト部」に名称変更。 
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３．参考資料 

 

(1) 新任取締役候補者、新任執行役員について 

 

＜新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）＞ （2022 年６月下旬） 

氏名 現役職名 新役職名 

北川 慎介 

三井物産(株) 専務執行役員 

(株)三井物産戦略研究所 

代表取締役社長 
社外取締役 

 

＜新任取締役候補者（監査等委員である取締役）＞ （2022 年６月下旬） 

氏名 現役職名 新役職名 

関口 暢子 

(株)ダスキン 社外取締役 

エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 

社外取締役（監査等委員） 

社外取締役（監査等委員） 

 

＜新任執行役員＞ （2022 年４月１日） 

氏名 現役職名 新役職名 

入谷 一夫 
理事、機械事業部門産業機械事業部

樹脂機械部長 
執行役員 

宝田 澄和 
鉄鋼アルミ事業部門管理部長 

兼鉄鋼アルミ事業部門原料部長 
執行役員 

宮岡 伸司 理事、経営企画部長 執行役員 

吉武 邦彦 理事、電力事業部門神戸建設本部長 執行役員 

 

(2) 退任取締役、退任執行役員について 

 

＜退任取締役（監査等委員である取締役を除く）＞ （2022 年６月下旬） 

氏名 現役職名 

北畑 隆生 社外取締役 

 

＜退任取締役（監査等委員である取締役）＞ （2022 年６月下旬） 

氏名 現役職名 

宮田 賀生 社外取締役（監査等委員） 

 

＜退任執行役員＞ （2022 年３月 31 日） 

氏名 現役職名 退任後役職名 

平田 誠二 執行役員 

コベルコ建機(株) 常務執行役員 

コベルコ建機(株)株主総会終了後、 

同社取締役常務執行役員就任予定 

山本 明 執行役員 

コベルコ建機(株) 副社長執行役員 

コベルコ建機(株)株主総会終了後、 

同社代表取締役社長就任予定 

  



10 

 (3) 略歴書（新任取締役候補者、新任執行役員） 

 

 

  

氏　　名：　 北川　慎介（きたがわ　しんすけ）

生年月日：　 1958 年 3 月 5 日

出 身 地：　 東京都

学    歴：　 1981年3月　慶応義塾大学経済学部卒

主な職歴：　 1981 年 4 月 　通商産業省入省

2007 年 7 月 　経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長

2009 年 7 月 経済産業省大臣官房審議官（経済産業政策局担当）

2010 年 7 月 経済産業省大臣官房総括審議官

2012 年 9 月 経済産業省貿易経済協力局長

2013 年 6 月 経済産業省中小企業庁長官

2015 年 7 月 経済産業省退官

2015 年 11 月 三井物産(株)　顧問

2016 年 4 月 同社　常務執行役員

2019 年 4 月 同社　専務執行役員(現任)

2020 年 7 月 (株)三井物産戦略研究所　代表取締役社長(現任)

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 関口　暢子（せきぐち　のぶこ）

生年月日：　 1968 年 7 月 3 日

出 身 地：　 埼玉県

学    歴：　 1993年3月　慶応義塾大学経済学部卒

主な職歴：　 2005 年 11 月 　㈱カプコン　入社

2007 年 4 月 　同社　経理部長

2011 年 4 月 　同社　執行役員　経営企画統括

2016 年 4 月 　同社　常務執行役員　経営企画・人事本部長

2019 年 3 月 　同社　退社

2019 年 6 月 　㈱ダスキン　社外取締役　(現任)

2020 年 6 月 エイチ・ツー・オー リテイリング㈱　社外取締役（監査等委員）(現任)

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 入谷　一夫（いりたに　かずお）

生年月日：　 1968 年 10 月 13 日

出 身 地：　 大阪府

学    歴：　 1994年3月　名古屋工業大学大学院工学研究科生産システム工学専攻修士課程修了

入    社：　 1994 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2015 年 4 月 1 日 機械事業部門産業機械事業部産業機械技術部樹脂機械技術室長
（部長待遇）

2021 年 1 月 1 日 機械事業部門産業機械事業部樹脂機械部長
兼機械事業部門産業機械事業部樹脂機械部技術室長

2021 年 4 月 1 日 理事、機械事業部門産業機械事業部樹脂機械部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 宝田　澄和（ほうだ　すみかず）

生年月日：　 1969 年 10 月 5 日

出 身 地：　 大阪府

学    歴：　 1992年3月　神戸大学経営学部商学科卒

入    社：　 1992 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2016 年 4 月 1 日 鉄鋼事業部門原料部担当部長

2017 年 4 月 1 日 鉄鋼事業部門原料部長

2021 年 4 月 1 日 鉄鋼アルミ事業部門管理部長
兼鉄鋼アルミ事業部門原料部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 宮岡　伸司（みやおか　しんじ）

生年月日：　 1969 年 7 月 21 日

出 身 地：　 兵庫県

学    歴：　 1994年3月　大阪大学大学院工学研究科材料開発工学専攻修士課程修了

入    社：　 1994 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2016 年 4 月 1 日 鉄鋼事業部門技術総括部担当部長

2017 年 4 月 1 日 経営企画部担当部長
兼経営企画部自動車軽量化事業企画室長

2018 年 4 月 1 日 経営企画部長

2021 年 4 月 1 日 理事、経営企画部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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氏　　名：　 吉武　邦彦（よしたけ　くにひこ）

生年月日：　 1963 年 10 月 25 日

出 身 地：　 山口県

学    歴：　 1986年3月　九州工業大学工学部機械工学科卒

入    社：　 1986 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2011 年 4 月 1 日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部長
兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部環境防災管理室長

2012 年 10 月 1 日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部長

2013 年 4 月 1 日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部長
兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部環境技術室長

2014 年 11 月 1 日 鉄鋼事業部門加古川製鉄所環境防災管理部長

2016 年 4 月 1 日 環境防災部長

2018 年 4 月 1 日 理事、環境防災部長

2018 年 6 月 1 日 理事、電力事業部門神戸建設本部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所
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(4) 理事の任用について 

 

＜新任理事＞ （2022 年４月１日） 

氏名 現役職名 (兼務は部長以上のみ記載) 

楠山 泰司 

総務・ＣＳＲ部担当役員補佐［神戸］ 

兼大阪支社長 

兼ラグビーセンター担当役員補佐 

岡 洋平 人事労政部長［東京］ 

森田 大三 経営企画部担当部長 

野澤 健太郎 鉄鋼アルミ事業部門技術開発センター長 

三宅 義浩 
鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所副所長 

兼鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所鋼板技術部長 

藤本 直樹 溶接事業部門企画管理部長 

桐藤 経介 
機械事業部門営業・マーケティング本部長 

兼機械事業部門営業・マーケティング本部産業機械営業部長 

蔭木 陽一 機械事業部門営業・マーケティング本部新事業推進部長 

奥村 英樹 エンジニアリング事業部門企画管理部長 

久山 誠二 電力事業部門神戸発電所長 

 

(5) 研究首席の任命について 

 

＜新任研究首席＞ （2022 年４月１日） 

氏名 現役職名 ４月１日役職名 

鈴木 励一 

技術開発本部ソリューション技術セン

ター専門部長［藤沢］ 

兼技術開発本部ソリューション技術セ

ンター接合研究室長 

兼溶接事業部門技術センター専門

部長 

技術開発本部ソリューション技術セン

ター研究首席［藤沢］ 

兼溶接事業部門技術センター専門

部長 

 

 

 

(6) 関係会社社長人事について （該社株主総会終了後） 

会社名 現社長名 新社長名 

コベルコ建機(株) 
尾上 善則 

[退任、同社相談役] 

山本 明 

[現、当社執行役員] 

(株)神鋼環境ソリューシ

ョン 

大濱 敬織 

[退任、同社相談役] 

佐藤 幹雄 

[現、同社取締役常務執行役員] 
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(7) 役員人事に伴う部長級人事異動について （2022 年４月１日） 
 

氏名 現役職名 4 月 1 日役職名 

森田 大三 経営企画部担当部長 理事、経営企画部長 

水上 孝一 
理事、鉄鋼アルミ事業部門加古川製

鉄所副所長 
理事、ラグビーセンター長 

齋藤 昌久 
鉄鋼アルミ事業部門アルミ板ユニット

アルミ板統括室長 
鉄鋼アルミ事業部門原料部長 

以 上 

 



 

 

(１)取締役
＜４月１日付＞

新役職名 新役職名（内定） 氏名

代表取締役社長 山口　貢
やまぐち　みつぐ

（同左） 代表取締役社長 山口　貢
やまぐち　みつぐ

代表取締役
副社長執行役員 輿石　房樹

こしいし　ふさき 安全・環境部、品質統括部の総括、全社安全衛生の総括、全社環境防災の
総括、全社品質の総括

（同左） （同左）
代表取締役

副社長執行役員 輿石　房樹
こしいし　ふさき 安全・環境部、品質統括部の総括、全社安全衛生の総括、全社環境防災の

総括、全社品質の総括

代表取締役
副社長執行役員 柴田　耕一朗

しばた　こういちろう 事業開発部、知的財産部、ＩＴ企画部の総括、全社技術開発の総括、全社シ
ステムの総括

（同左） （同左）
代表取締役

副社長執行役員 柴田　耕一朗
しばた　こういちろう 事業開発部、知的財産部、ＩＴ企画部の総括、全社技術開発の総括、全社シ

ステムの総括

取締役
執行役員 勝川　四志彦

かつかわ　よしひこ
経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の総括 （同左） （同左）

取締役
執行役員 勝川　四志彦

かつかわ　よしひこ
経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の総括

取締役
執行役員 永良　哉

ながら　はじめ
内部統制・監査部、法務部、総務・ＣＳＲ部、人事労政部、建設技術部、機材
調達部、ラグビーセンター、支社・支店、高砂製作所（直属部門）の総括、全
社コンプライアンスの総括

（同左） （同左）
取締役

執行役員 永良　哉
ながら　はじめ

内部統制・監査部、法務部、総務・ＣＳＲ部、人事労政部、建設技術部、機材
調達部、ラグビーセンター、支社・支店、高砂製作所（直属部門）の総括、全
社コンプライアンスの総括

社外取締役 北畑　隆生
きたばた　たかお

（同左） 退任 社外取締役 馬場　宏之
ばんば　ひろゆき

社外取締役 馬場　宏之
ばんば　ひろゆき

（同左） 社外取締役 伊藤　ゆみ子
いとう　ゆみこ

社外取締役 伊藤　ゆみ子
いとう　ゆみこ

（同左） 社外取締役 北川　慎介
きたがわ　しんすけ

取締役
（監査等委員） 石川　裕士

いしかわ　ひろし
（同左）

取締役
（監査等委員） 石川　裕士

いしかわ　ひろし

取締役
（監査等委員） 対馬　靖

つしま　やすし
（同左）

取締役
（監査等委員） 対馬　靖

つしま　やすし

社外取締役
（監査等委員） 宮田　賀生

みやた　よしいく
（同左） 退任

社外取締役
（監査等委員） 河野　雅明

こうの　まさあき

社外取締役
（監査等委員） 河野　雅明

こうの　まさあき
（同左）

社外取締役
（監査等委員） 三浦　州夫

みうら　くにお

社外取締役
（監査等委員） 三浦　州夫

みうら　くにお
（同左）

社外取締役
（監査等委員） 関口　暢子

せきぐち　のぶこ

補欠の監査等委員
である取締役 塩路　広海

しおじ　ひろうみ
（同左）

補欠の監査等委員
である取締役 塩路　広海

しおじ　ひろうみ

委嘱業務現役職名 氏名 現委嘱業務　（３月１日現在） 委嘱業務 株主総会終了後
＜株主総会終了後＞



 

 

(2)執行役員　（除く取締役）
＜４月１日付＞

新役職名 新役職名（内定） 氏名

副社長執行役員 水口　誠
みずぐち　まこと

素材系事業の総括、鉄鋼アルミ事業部門長、全社自動車プロジェクトの総括 （同左） （同左） 副社長執行役員 水口　誠
みずぐち　まこと

素材系事業の総括、鉄鋼アルミ事業部門長、全社自動車プロジェクトの総括

副社長執行役員 森崎　計人
もりさき　かずと

機械系事業の総括、エンジニアリング事業部門長、全社建設業の担当 （同左） （同左） 副社長執行役員 森崎　計人
もりさき　かずと

機械系事業の総括、エンジニアリング事業部門長、全社建設業の担当

執行役員 岡野　康司
おかの　やすし 法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、高砂製作所（直属部門）の

担当、ラグビーセンター長
（同左）

法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセンター、高砂製
作所（直属部門）の担当

執行役員 入谷　一夫
いりたに　かずお 機械事業部門技術本部長、同技術本部回転機・機器技術部長、同管理本

部副本部長

執行役員 小椋　大輔
おぐら　だいすけ 品質統括部、知的財産部の担当、全社安全衛生の担当、全社環境防災の

担当、全社品質保証の担当、安全・環境部長
（同左） （同左） 執行役員 岡野　康司

おかの　やすし 法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセンター、高砂製
作所（直属部門）の担当

執行役員 加藤　丈晴
かとう　たけはる

素形材事業部門鋳鍛鋼ユニット、チタンユニットの担当 （同左） （同左） 執行役員 小椋　大輔
おぐら　だいすけ 品質統括部、知的財産部の担当、全社安全衛生の担当、全社環境防災の

担当、全社品質保証の担当、安全・環境部長

執行役員 門脇　良策
かどわき　りょうさく 素形材事業部門高砂管理部、高砂品質保証部の担当、同アルミ鋳鍛ユニッ

ト、鉄粉ユニットの担当
（同左） （同左） 執行役員 加藤　丈晴

かとう　たけはる
素形材事業部門鋳鍛鋼ユニット、チタンユニットの担当

執行役員 上谷内　洋一
かみやうち　よういち

エンジニアリング事業部門原子力・復興センター、ＣＷＤセンターの担当 （同左）
エンジニアリング事業部門安全品質環境部、原子力・復興プロジェクト部、同
ＣＷＤセンターの担当

執行役員 門脇　良策
かどわき　りょうさく 素形材事業部門高砂管理部、高砂品質保証部の担当、同アルミ鋳鍛ユニッ

ト、鉄粉ユニットの担当

執行役員 河原　一明
かわはら　かずあき

経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の担当 （同左） 財務経理部、海外拠点（本社所管）の担当 執行役員 上谷内　洋一
かみやうち　よういち エンジニアリング事業部門安全品質環境部、原子力・復興プロジェクト部、同

ＣＷＤセンターの担当

執行役員 北川　二朗
きたがわ　じろう

電力事業の総括、電力事業部門長 （同左） （同左） 執行役員 河原　一明
かわはら　かずあき

財務経理部、海外拠点（本社所管）の担当

執行役員 北山　修二
きたやま　しゅうじ

鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所長 （同左） （同左） 執行役員 北川　二朗
きたがわ　じろう

電力事業の総括、電力事業部門長

執行役員 木本　和彦
きもと　かずひこ

鉄鋼アルミ事業部門企画部の担当、同線材条鋼ユニット長、厚板ユニット長 （同左） 鉄鋼アルミ事業部門事業戦略部の担当、同厚板ユニット長 執行役員 北山　修二
きたやま　しゅうじ

鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所長

執行役員 栗岡　義紀
くりおか　よしのり

機械事業部門回転機本部長 （同左） 機械事業部門生産本部長、同管理本部副本部長 執行役員 木本　和彦
きもと　かずひこ

鉄鋼アルミ事業部門事業戦略部の担当、同厚板ユニット長

執行役員 後藤　有一郎
ごとう　ゆういちろう

技術開発本部長 （同左） （同左） 執行役員 栗岡　義紀
くりおか　よしのり

機械事業部門生産本部長、同管理本部副本部長

執行役員 坂本　浩一
さかもと　こういち 鉄鋼アルミ事業部門技術企画部、システム技術部、同技術開発センターの

担当、鉄鋼アルミ事業部門長特命事項の担当
（同左）

鉄鋼アルミ事業部門技術企画部、システム技術部の担当、鉄鋼アルミ事業部
門長特命事項の担当

執行役員 後藤　有一郎
ごとう　ゆういちろう

技術開発本部長

執行役員 猿丸　正悟
さるまる　しょうご

機械事業部門産業機械事業部長 （同左）
機械事業部門新事業推進本部、営業・マーケティング本部の担当、同管理
本部副本部長

執行役員 坂本　浩一
さかもと　こういち 鉄鋼アルミ事業部門技術企画部、システム技術部の担当、鉄鋼アルミ事業部

門長特命事項の担当

執行役員 末永　和之
すえなが　かずゆき

溶接事業部門副事業部門長 （同左） 溶接事業部門長 執行役員 猿丸　正悟
さるまる　しょうご 機械事業部門新事業推進本部、営業・マーケティング本部の担当、同管理

本部副本部長

執行役員 竹内　正道
たけうち　まさみち

機械事業部門長 （同左） 機械事業部門長、同管理本部長 執行役員 末永　和之
すえなが　かずゆき

溶接事業部門長

執行役員 谷川　正樹
たにがわ　まさき

鉄鋼アルミ事業部門アルミ板ユニット長 （同左） 鉄鋼アルミ事業部門真岡製造所の担当、同アルミ板ユニット長 執行役員 竹内　正道
たけうち　まさみち

機械事業部門長、同管理本部長

執行役員 中西　元
なかにし　はじめ 鉄鋼アルミ事業部門自動車板材営業部、名古屋鉄鋼・アルミ板営業部の担

当
（同左）

鉄鋼アルミ事業部門自動車板材営業部、名古屋鉄鋼・アルミ板営業部の担
当、同薄板ユニット長

執行役員 谷川　正樹
たにがわ　まさき

鉄鋼アルミ事業部門真岡製造所の担当、同アルミ板ユニット長

執行役員 中村　昭二
なかむら　しょうじ 鉄鋼アルミ事業部門自動車事業企画室、自動車板材商品技術部、同真岡

製造所の担当、同自動車板材全般の担当、全社自動車プロジェクトの担当
（同左）

鉄鋼アルミ事業部門自動車事業企画室、自動車板材商品技術部、同技術
開発センターの担当、同自動車板材全般の担当、同鋼材商品技術開発全
般の担当、全社自動車プロジェクトの担当

執行役員 中西　元
なかにし　はじめ 鉄鋼アルミ事業部門自動車板材営業部、名古屋鉄鋼・アルミ板営業部の担

当、同薄板ユニット長

執行役員 中森　慶太郎
なかもり　けいたろう 内部統制・監査部、支社・支店の担当、全社コンプライアンスの担当、総務・

ＣＳＲ部長
（同左） （同左） 執行役員 中村　昭二

なかむら　しょうじ
鉄鋼アルミ事業部門自動車事業企画室、自動車板材商品技術部、同技術
開発センターの担当、同自動車板材全般の担当、同鋼材商品技術開発全
般の担当、全社自動車プロジェクトの担当

執行役員 西口　昭洋
にしぐち　あきひろ 素形材事業部門長府製造所（直属部門）、大安製造所（直属部門）の担当、

同アルミ押出・サスペンションユニット、銅板ユニットの担当
（同左） （同左） 執行役員 中森　慶太郎

なかもり　けいたろう 内部統制・監査部、支社・支店の担当、全社コンプライアンスの担当、総務・
ＣＳＲ部長

執行役員 平田　誠二
ひらた　せいじ 鉄鋼アルミ事業部門管理部、安全品質環境部、原料部の担当、鉄鋼アルミ

事業部門長特命事項の担当

3月31日付　退任
（コベルコ建機㈱
常務執行役員）

（コベルコ建機㈱
取締役常務執行役
員）

執行役員 西口　昭洋
にしぐち　あきひろ 素形材事業部門長府製造所（直属部門）、大安製造所（直属部門）の担当、

同アルミ押出・サスペンションユニット、銅板ユニットの担当

執行役員 松原　弘明
まつばら　ひろあき

素形材事業部門技術総括部、品質保証部の担当 （同左） （同左） 執行役員 宝田　澄和
ほうだ　すみかず

鉄鋼アルミ事業部門原料部の担当、同企画管理部長

執行役員 三原　雄二
みはら　ゆうじ

鉄鋼アルミ事業部門薄板ユニット長 （同左） 鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット長 執行役員 松原　弘明
まつばら　ひろあき

素形材事業部門技術総括部、品質保証部の担当

執行役員 宮崎　庄司
みやざき　しょうじ

素形材事業部門長 （同左） （同左） 執行役員 三原　雄二
みはら　ゆうじ

鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット長

執行役員 元行　正浩
もとゆき　まさひろ エンジニアリング事業部門新鉄源センターの担当、同プロジェクトエンジニア

リング本部長
（同左）

エンジニアリング事業部門新規事業推進室、同新鉄源センターの担当、同プ
ロジェクトエンジニアリング本部長

執行役員 宮岡　伸司
みやおか　しんじ

経営企画部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担当

執行役員 山本　明
やまもと　あきら

溶接事業部門長、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担当
3月31日付　退任
（コベルコ建機㈱
副社長執行役員）

（コベルコ建機㈱
代表取締役社長）

執行役員 宮崎　庄司
みやざき　しょうじ

素形材事業部門長

－ 入谷　一夫
いりたに　かずお

理事、機械事業部門産業機械事業部樹脂機械部長 執行役員
機械事業部門技術本部長、同技術本部回転機・機器技術部長、同管理本
部副本部長

執行役員 元行　正浩
もとゆき　まさひろ エンジニアリング事業部門新規事業推進室、同新鉄源センターの担当、同プ

ロジェクトエンジニアリング本部長

－ 宝田　澄和
ほうだ　すみかず 鉄鋼アルミ事業部門管理部長

兼鉄鋼アルミ事業部門原料部長
執行役員 鉄鋼アルミ事業部門原料部の担当、同企画管理部長 執行役員 吉武　邦彦

よしたけ　くにひこ
電力事業部門副事業部門長、同神戸建設本部長

－ 宮岡　伸司
みやおか　しんじ

理事、経営企画部長 執行役員 経営企画部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担当

－ 吉武　邦彦
よしたけ　くにひこ

理事、電力事業部門神戸建設本部長 執行役員 電力事業部門副事業部門長、同神戸建設本部長

フェロー 大久保　安
おおくぼ　やすし

法務全般に関わる業務 （同左） （同左） フェロー 大久保　安
おおくぼ　やすし

法務全般に関わる業務

現役職名 氏名 現委嘱業務　（３月１日現在） 委嘱業務 株主総会終了後
＜株主総会終了後＞

委嘱業務



 

【素形材事業部門】

役職名 氏名 委嘱業務 役職名 氏名 委嘱業務

代表取締役社長 山口　貢
やまぐち　みつぐ

執行役員 宮崎　庄司
みやざき　しょうじ

素形材事業部門長

【本社】
執行役員 加藤　丈晴

かとう　たけはる
素形材事業部門鋳鍛鋼ユニット、チタンユニットの担当

役職名 氏名 委嘱業務 執行役員 門脇　良策
かどわき　りょうさく 素形材事業部門高砂管理部、高砂品質保証部の担当、同アルミ鋳鍛ユニット、鉄粉ユニット

の担当

代表取締役
副社長執行役員 輿石　房樹

こしいし　ふさき 安全・環境部、品質統括部の総括、全社安全衛生の総括、全社環境防災の総括、全社品質
の総括

執行役員 西口　昭洋
にしぐち　あきひろ 素形材事業部門長府製造所（直属部門）、大安製造所（直属部門）の担当、同アルミ押出・

サスペンションユニット、銅板ユニットの担当

代表取締役
副社長執行役員 柴田　耕一朗

しばた　こういちろう
事業開発部、知的財産部、ＩＴ企画部の総括、全社技術開発の総括、全社システムの総括 執行役員 松原　弘明

まつばら　ひろあき
素形材事業部門技術総括部、品質保証部の担当

取締役
執行役員 勝川　四志彦

かつかわ　よしひこ
経営企画部、財務経理部、海外拠点（本社所管）の総括

【溶接事業部門】

取締役
執行役員 永良　哉

ながら　はじめ 内部統制・監査部、法務部、総務・ＣＳＲ部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグ
ビーセンター、支社・支店、高砂製作所（直属部門）の総括、全社コンプライアンスの総括

役職名 氏名 委嘱業務

執行役員 岡野　康司
おかの　やすし 法務部、人事労政部、建設技術部、機材調達部、ラグビーセンター、高砂製作所（直属部

門）の担当
執行役員 末永　和之

すえなが　かずゆき
溶接事業部門長

執行役員 小椋　大輔
おぐら　だいすけ 品質統括部、知的財産部の担当、全社安全衛生の担当、全社環境防災の担当、全社品質

保証の担当、安全・環境部長 【機械事業部門】

執行役員 河原　一明
かわはら　かずあき

財務経理部、海外拠点（本社所管）の担当 役職名 氏名 委嘱業務

執行役員 後藤　有一郎
ごとう　ゆういちろう

技術開発本部長 執行役員 竹内　正道
たけうち　まさみち

機械事業部門長、同管理本部長

執行役員 中森　慶太郎
なかもり　けいたろう

内部統制・監査部、支社・支店の担当、全社コンプライアンスの担当、総務・ＣＳＲ部長 執行役員 入谷　一夫
いりたに　かずお

機械事業部門技術本部長、同技術本部回転機・機器技術部長、同管理本部副本部長

執行役員 宮岡　伸司
みやおか　しんじ

経営企画部、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担当 執行役員 栗岡　義紀
くりおか　よしのり

機械事業部門生産本部長、同管理本部副本部長

フェロー 大久保　安
おおくぼ　やすし

法務全般に関わる業務 執行役員 猿丸　正悟
さるまる　しょうご

機械事業部門新事業推進本部、営業・マーケティング本部の担当、同管理本部副本部長

【鉄鋼アルミ事業部門】 【エンジニアリング事業部門】

役職名 氏名 委嘱業務 役職名 氏名 委嘱業務

副社長執行役員 水口　誠
みずぐち　まこと

素材系事業の総括、鉄鋼アルミ事業部門長、全社自動車プロジェクトの総括 副社長執行役員 森崎　計人
もりさき　かずと

機械系事業の総括、エンジニアリング事業部門長、全社建設業の担当

執行役員 北山　修二
きたやま　しゅうじ

鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所長 執行役員 上谷内　洋一
かみやうち　よういち エンジニアリング事業部門安全品質環境部、原子力・復興プロジェクト部、同ＣＷＤセンター

の担当

執行役員 木本　和彦
きもと　かずひこ

鉄鋼アルミ事業部門事業戦略部の担当、同厚板ユニット長 執行役員 元行　正浩
もとゆき　まさひろ エンジニアリング事業部門新規事業推進室、同新鉄源センターの担当、同プロジェクトエンジ

ニアリング本部長

執行役員 坂本　浩一
さかもと　こういち 鉄鋼アルミ事業部門技術企画部、システム技術部の担当、鉄鋼アルミ事業部門長特命事項

の担当 【電力事業部門】

執行役員 谷川　正樹
たにがわ　まさき

鉄鋼アルミ事業部門真岡製造所の担当、同アルミ板ユニット長 役職名 氏名 委嘱業務

執行役員 中西　元
なかにし　はじめ 鉄鋼アルミ事業部門自動車板材営業部、名古屋鉄鋼・アルミ板営業部の担当、同薄板ユニッ

ト長
執行役員 北川　二朗

きたがわ　じろう
電力事業の総括、電力事業部門長

執行役員 中村　昭二
なかむら　しょうじ

鉄鋼アルミ事業部門自動車事業企画室、自動車板材商品技術部、同技術開発センターの
担当、同自動車板材全般の担当、同鋼材商品技術開発全般の担当、全社自動車プロジェク
トの担当

執行役員 吉武　邦彦
よしたけ　くにひこ

電力事業部門副事業部門長、同神戸建設本部長

執行役員 宝田　澄和
ほうだ　すみかず

鉄鋼アルミ事業部門原料部の担当、同企画管理部長

執行役員 三原　雄二
みはら　ゆうじ

鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット長

　事業部門別　委嘱業務一覧　（2022年　定時株主総会終了後）

 

 


