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各 位                                                   2019 年 3 月 5 日 

上場会社名  株式会社神戸製鋼所 

代表者     代表取締役社長  山口 貢 

（コード番号  5406） 

問合せ先    コーポレート・コミュニケーション部長 

本田 和幸 

（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 166 回定時株主総会（2019 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（2019 年 6 月下旬）役員体制について 

取締役候補者・執行役員及びその役職名・委嘱業務 

 

２．2019 年 4 月 1 日付役員人事について 

取締役・執行役員の役職名・委嘱業務の変更 

 

３．参考資料 

(１) 昇任執行役員・新任執行役員について 

 

(2) 退任執行役員、退任技監（役員待遇）について 

 

(3) 略歴書（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（2019 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 尾上 善則 

全社技術開発の総括、安全衛生部、環境防災部、開

発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社安全衛生の総括、

全社環境防災の総括、全社システムの総括、技術開発

本部長 

代表取締役副社長執行役員 輿石 房樹 
品質統括部、知的財産部、ものづくり推進部の総括、

全社品質の総括 

代表取締役副社長執行役員 大濱 敬織 機械系事業の総括、機械事業部門長 

代表取締役副社長執行役員 柴田 耕一朗 素材系事業の総括、鉄鋼事業部門長 

取締役専務執行役員 眞部 晶平 
監査部、コンプライアンス統括部の総括、全社コンプラ

イアンスの総括 

取締役専務執行役員 北川 二朗 電力事業の総括、電力事業部門長 

取締役専務執行役員 勝川 四志彦 

法務部、コーポレート・コミュニケーション部、総務部、

人事労政部、経営企画部（除く自動車軽量化事業企画

室）、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグ

ビー部支援室、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外

拠点（本社所管）の総括 

社外取締役 北畑 隆生  

社外取締役 馬場 宏之  

 

＜ご参考 ： 2019 年 6 月下旬 定時株主総会終了後の監査等委員である取締役＞ 

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） 沖本 隆史 

社外取締役（監査等委員） 宮田 賀生 

社外取締役（監査等委員） 千森 秀郎 

 

＜補欠の監査等委員である取締役候補者＞ 

現職 氏名 

弁護士 〔河本・三浦・平田法律事務所 代表〕 三浦 州夫 
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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 

専務執行役員 宮下 幸正 アルミ・銅事業部門長 

専務執行役員 水口 誠 

環境防災部、経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、開

発企画部、知的財産部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の担

当、全社環境防災の担当、全社システムの担当、技術開発

本部自動車ソリューションセンターの担当、全社自動車プロ

ジェクトの担当 

専務執行役員 森崎 計人 エンジニアリング事業部門長、全社建設業の担当 

専務執行役員 松原 弘明 
アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防災

の担当 

専務執行役員 岡 欣彦 
鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野

海外拠点の担当、同営業全般の担当 

専務執行役員 宮崎 庄司 
鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同鋼板分野生産技術

の担当、同加古川製鉄所長 

専務執行役員 河原 一明 
経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務

部、海外拠点（本社所管）の担当 

常務執行役員 大久保 安 監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当 

常務執行役員 山本 明 溶接事業部門長 

常務執行役員 竹内 正道 
機械事業部門産業機械事業部長、同産業機械事業部機器

本部長 

常務執行役員 永良 哉 

安全衛生部、コーポレート・コミュニケーション部、人事労政

部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援室、支社・支

店（高砂製作所を含む）の担当、全社安全衛生の担当 

常務執行役員 内山田 邦夫 コンプライアンス統括部の担当、全社コンプライアンスの担当 

常務執行役員 山口 裕 品質統括部の担当、全社品質保証の担当 

常務執行役員 岩本 浩樹 
機械事業部門圧縮機事業部長、同圧縮機事業部汎用圧縮

機本部長 

常務執行役員 中村 昭二 
鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄

板商品技術部の担当 

常務執行役員 森 啓之 
鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の

担当、同素形材管理部、素形材品質保証部の担当 

執行役員 平田 誠二 
アルミ・銅事業部門アルミ板事業の担当、アルミ・銅事業部門

長特命事項の担当 

執行役員 後藤 有一郎 技術開発本部副本部長 

執行役員 元行 正浩 
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 

執行役員 浅田 秀樹 
アルミ・銅事業部門銅板事業の担当、同安全管理の担当、同

技術部長 

執行役員 北山 修二 
鉄鋼事業部門機材調達部の担当、同線材条鋼分野生産技

術の担当、同神戸製鉄所長 

執行役員 門脇 良策 アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部、品質保証部の担当 

執行役員 栗岡 義紀 
機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部

回転機本部長 

執行役員 木本 和彦 
鉄鋼事業部門企画管理部、線材条鋼営業部、厚板営業部の

担当、同線材条鋼分野海外拠点の担当 
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役職名 氏名 委嘱業務 

執行役員 上谷内 洋一 
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 

執行役員 坂本 浩一 
鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発セ

ンターの担当 
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２．2019 年 4 月 1 日付役員人事について 

氏名 現役職名 
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）  

尾上 善則 
代表取締役 

副社長執行役員 

全社技術開発の総括、

環境防災部、開発企画

部、ＩＴ企画部の総括、全

社環境防災の総括、全

社システムの総括、技術

開発本部長 

（同左） 

全社技術開発の総括、

安全衛生部、環境防災

部、開発企画部、ＩＴ企

画部の総括、全社安全

衛生の総括、全社環境

防災の総括、全社システ

ムの総括、技術開発本

部長 

輿石 房樹 
代表取締役 

副社長執行役員 

品質統括部、知的財産

部、ものづくり推進部の

総括、全社品質の総括 

（同左） （同左） 

大濱 敬織 
代表取締役 

副社長執行役員 

機械系事業の総括、機

械事業部門長 
（同左） （同左） 

柴田 耕一朗 
代表取締役 

副社長執行役員 

素材系事業の総括、鉄

鋼事業部門長 
（同左） （同左） 

眞部 晶平 
取締役 

専務執行役員 

監査部、コンプライアン

ス統括部の総括、全社コ

ンプライアンスの総括 

（同左） （同左） 

北川 二朗 
取締役 

専務執行役員 

電力事業の総括、電力

事業部門長 
（同左） （同左） 

勝川 四志彦 
取締役 

専務執行役員 

法務部、コーポレート・コ

ミュニケーション部、総務

部、人事労政部、経営企

画部（除く自動車軽量化

事業企画室）、経理部、

財務部、営業企画部、建

設技術部、ラグビー部支

援室、支社・支店（高砂

製作所を含む）、海外拠

点（本社所管）の総括、

全社安全衛生の総括 

（同左） 

法務部、コーポレート・コ

ミュニケーション部、総務

部、人事労政部、経営企

画部（除く自動車軽量化

事業企画室）、経理部、

財務部、営業企画部、建

設技術部、ラグビー部支

援室、支社・支店（高砂

製作所を含む）、海外拠

点（本社所管）の総括 

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）  

北畑 隆生 社外取締役  （同左）  

馬場 宏之 社外取締役  （同左）  
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氏名 現役職名 
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) 

沖本 隆史 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

宮田 賀生 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

千森 秀郎 
社外取締役 

（監査等委員） 
 （同左）  

     

宮下 幸正 専務執行役員 アルミ・銅事業部門長 （同左） （同左） 

水口 誠 専務執行役員 

環境防災部、経営企画

部（自動車軽量化事業

企画室）、開発企画部、

知的財産部、ものづくり

推進部、ＩＴ企画部の担

当、全社環境防災の担

当、全社システムの担

当、技術開発本部自動

車ソリューションセンター

の担当、全社自動車プロ

ジェクトの担当 

（同左） （同左） 

森崎 計人 専務執行役員 

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） 

松原 弘明 専務執行役員 

アルミ・銅事業部門鋳鍛

事業、押出事業の担当、

同環境防災の担当 

（同左） （同左） 

岡 欣彦 専務執行役員 

鉄鋼事業部門営業総括

部、薄板営業部の担当、

同薄板分野海外拠点の

担当、同営業全般の担

当 

（同左） （同左） 

宮崎 庄司 専務執行役員 

鉄鋼事業部門鋼材生産

全般の担当、同鋼板分

野生産技術の担当、同

加古川製鉄所長、同シ

ステム技術部、同技術開

発センターの担当 

（同左） 

鉄鋼事業部門鋼材生産

全般の担当、同鋼板分

野生産技術の担当、同

加古川製鉄所長 

河原 一明 常務執行役員 

経営企画部（除く自動車

軽量化事業企画室）、経

理部、財務部の担当 

専務執行役員 

経営企画部（除く自動車

軽量化事業企画室）、経

理部、財務部、海外拠点

（本社所管）の担当 

大久保 安 常務執行役員 

監査部、法務部、総務部

の担当、社長特命事項

の担当 

（同左） （同左） 
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氏名 現役職名 
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) 

山本 明 常務執行役員 溶接事業部門長 （同左） （同左） 

竹内 正道 常務執行役員 

機械事業部門産業機械

事業部長、同産業機械

事業部機器本部長 

（同左） （同左） 

永良 哉 常務執行役員 

コーポレート・コミュニケ

ーション部、人事労政

部、営業企画部、建設技

術部、ラグビー部支援

室、支社・支店（高砂製

作所を含む）、海外拠点

（本社所管）の担当、全

社安全衛生の担当 

（同左） 

安全衛生部、コーポレー

ト・コミュニケーション部、

人事労政部、営業企画

部、建設技術部、ラグビ

ー部支援室、支社・支店

（高砂製作所を含む）の

担当、全社安全衛生の

担当 

内山田 邦夫 常務執行役員 

コンプライアンス統括部

の担当、全社コンプライ

アンスの担当 

（同左） （同左） 

山口 裕 常務執行役員 
品質統括部の担当、全

社品質保証の担当 
（同左） （同左） 

平田 誠二 執行役員 
アルミ・銅事業部門長特

命事項の担当 
（同左） 

アルミ・銅事業部門アル

ミ板事業の担当、アルミ・

銅事業部門長特命事項

の担当 

岩本 浩樹 執行役員 

機械事業部門圧縮機事

業部長、同圧縮機事業

部汎用圧縮機本部長 

常務執行役員 （同左） 

中村 昭二 執行役員 

鉄鋼事業部門線材条鋼

商品技術部、厚板商品

技術部、薄板商品技術

部の担当 

常務執行役員 （同左） 

森 啓之 執行役員 

鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事

業部、同チタン本部、同

鉄粉本部の担当、同素

形材管理部、素形材品

質保証部の担当 

常務執行役員 （同左） 

後藤 有一郎 執行役員 技術開発本部副本部長 （同左） （同左） 

元行 正浩 執行役員 

エンジニアリング事業部

門新鉄源本部の担当、

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 

浅田 秀樹 執行役員 

アルミ・銅事業部門アル

ミ板事業、銅板事業の担

当、同安全管理の担当、

同技術部長 

（同左） 

アルミ・銅事業部門銅板

事業の担当、同安全管

理の担当、同技術部長 
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氏名 現役職名 
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) 

北山 修二 執行役員 

鉄鋼事業部門線材条鋼

分野生産技術の担当、

同神戸製鉄所長、同技

術総括部の担当 

（同左） 

鉄鋼事業部門機材調達

部の担当、同線材条鋼

分野生産技術の担当、

同神戸製鉄所長 

門脇 良策 執行役員 

アルミ・銅事業部門企画

管理部、原料部、品質保

証部の担当 

（同左） （同左） 

栗岡 義紀 執行役員 

機械事業部門圧縮機事

業部副事業部長、同圧

縮機事業部回転機本部

長 

（同左） （同左） 

木本 和彦 執行役員 

鉄鋼事業部門企画管理

部、原料部、資材部の担

当 

（同左） 

鉄鋼事業部門企画管理

部、線材条鋼営業部、厚

板営業部の担当、同線

材条鋼分野海外拠点の

担当 

上谷内 洋一 

理事、エンジニア

リング事業部門原

子力・ＣＷＤ本部

長 

－ 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 

坂本 浩一 
理事、開発企画

部長 
－ 執行役員 

鉄鋼事業部門技術総括

部、システム技術部、同

技術開発センターの担

当 
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３．参考資料 

 

(1) 昇任執行役員・新任執行役員について 

 

＜昇任執行役員＞ （2019 年 4 月 1 日） 

氏名 現役職名 新役職名 

河原 一明 常務執行役員 専務執行役員 

岩本 浩樹 執行役員 常務執行役員 

中村 昭二 執行役員 常務執行役員 

森 啓之 執行役員 常務執行役員 

 

＜新任執行役員＞ （2019 年 4 月 1 日） 

氏名 現役職名 新役職名 

上谷内 洋一 
理事、エンジニアリング事業部門原子

力・ＣＷＤ本部長 
執行役員 

坂本 浩一 理事、開発企画部長 執行役員 

 

 (2) 退任執行役員、退任技監（役員待遇）について 

 

＜退任執行役員＞ （2019 年 3 月 31 日） 

氏名 現役職名 退任後役職名 

山本 浩司 常務執行役員 当社 顧問 

西村 悟 常務執行役員 

当社 顧問（神鋼商事㈱ 顧問 を兼

務） 

神鋼商事㈱株主総会終了後、同社 

常務執行役員就任予定 

 

＜退任技監（役員待遇）＞ （2019 年 3 月 31 日） 

氏名 現役職名 退任後役職名 

三宅 俊也 技監 

当社 顧問 

㈱コベルコ科研株主総会終了後、同

社代表取締役社長就任予定 

橋本 公男 技監 当社 顧問 
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(3) 略歴書（新任執行役員） 

 

氏　　名：　 上谷内　洋一（かみやうち　よういち）

生年月日：　 1962 年 6 月 21 日

出 身 地：　 神奈川県

学    歴：　 1987年3月　東京大学大学院工学系研究科航空学専門課程修士課程修了

入    社：　 1987 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2010 年 4 月 1 日 資源・エンジニアリング事業部門プロジェクトサポートセンター監理部
監理室長（部長待遇）

2011 年 4 月 1 日 資源・エンジニアリング事業部門プロジェクトサポートセンター監理部長
兼機械事業部門機器本部担当部長

2014 年 4 月 1 日 エンジニアリング事業部門企画管理部長

2015 年 4 月 1 日 エンジニアリング事業部門原子力・ＣＷＤ本部副本部長
兼エンジニアリング事業部門原子力・ＣＷＤ本部ＣＷＤプロジェクト部長

2016 年 4 月 1 日 理事、エンジニアリング事業部門原子力・ＣＷＤ本部長

略 歴 書

株式会社　神戸製鋼所



11 

 

氏　　名：　 坂本　浩一（さかもと　こういち）

生年月日：　 1964 年 4 月 30 日

出 身 地：　 富山県

学    歴：　 1990年3月　東北大学大学院工学研究科金属工学専攻修士課程修了

入    社：　 1990 年 4 月 1 日

社 内 歴：　 2011 年 4 月 1 日 技術開発本部材料研究所精錬凝固研究室長（部長待遇）
兼技術開発本部開発企画部担当部長

2012 年 4 月 1 日 技術開発本部材料研究所長
兼技術開発本部材料研究所精錬凝固研究室長

2013 年 4 月 1 日 技術開発本部材料研究所長

2017 年 4 月 1 日 技術開発本部開発企画部担当役員補佐

2017 年 10 月 1 日 開発企画部長

2018 年 4 月 1 日 理事、開発企画部長

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＞ （2019 年 4 月 1 日） 

氏名 現役職名 (兼務は部長以上のみ記載) 

木澤 尊彦 
鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長 

兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程部長 

北村 彰浩 鉄鋼事業部門加古川製鉄所安全衛生部長 

加藤 丈晴 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部長 

末永 和之 溶接事業部門品質マネジメント部長 

猿丸 正悟 機械事業部門産業機械事業部産業機械部長 

柏 眞彦 機械事業部門産業機械事業部樹脂機械部長 

古賀 隆郎 機械事業部門産業機械事業部高機能商品部長 

 

(5) 研究首席の任命について 

 

＜新任研究首席＞ （2019 年 4 月 1 日） 

氏名 現役職名 4 月 1 日役職名 

杵渕 雅男 技術開発本部材料研究所専門部長 技術開発本部材料研究所研究首席 

 

(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 

㈱コベルコ科研 
宮脇 新也 

[退任、同社 顧問役] 

三宅 俊也 

[現、当社技監] 

神鋼鋼線工業㈱ 

藤井 晃二 

[退任、日本高周波鋼業㈱ 

代表取締役社長] 

河瀬 昌博 

[現、日本高周波鋼業㈱ 

代表取締役社長]  

日本高周波鋼業㈱ 

河瀬 昌博 

[退任、神鋼鋼線工業㈱ 

代表取締役社長] 

藤井 晃二 

[現、神鋼鋼線工業㈱ 

代表取締役社長] 

 

(7) 役員人事に伴う部長級人事異動について （2019 年 4 月 1 日） 
 

氏名 現役職名 4 月 1 日役職名 

畑野 等 技術開発本部材料研究所長 開発企画部長 

 

以 上



 

取締役
＜４月１日付＞

新役職名 新役職名 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 尾上　善則

おのえ　よしのり 全社技術開発の総括、環境防災部、開発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社環境防災の総
括、全社システムの総括、技術開発本部長

（同左）
全社技術開発の総括、安全衛生部、環境防災部、開発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社
安全衛生の総括、全社環境防災の総括、全社システムの総括、技術開発本部長

代表取締役
副社長執行役員 尾上　善則

おのえ　よしのり 全社技術開発の総括、安全衛生部、環境防災部、開発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社
安全衛生の総括、全社環境防災の総括、全社システムの総括、技術開発本部長

代表取締役
副社長執行役員 輿石　房樹

こしいし　ふさき
品質統括部、知的財産部、ものづくり推進部の総括、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
品質統括部、知的財産部、ものづくり推進部の総括、全社品質の総括

代表取締役
副社長執行役員 大濱　敬織

おおはま 　たかお
機械系事業の総括、機械事業部門長 （同左） （同左）

代表取締役
副社長執行役員 大濱　敬織

おおはま 　たかお
機械系事業の総括、機械事業部門長

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
素材系事業の総括、鉄鋼事業部門長 （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
素材系事業の総括、鉄鋼事業部門長

取締役
専務執行役員 眞部　晶平

ま なべ　しょう へい
監査部、コンプライアンス統括部の総括、全社コンプライアンスの総括 （同左） （同左）

取締役
専務執行役員 眞部　晶平

ま なべ　しょう へい
監査部、コンプライアンス統括部の総括、全社コンプライアンスの総括

取締役
専務執行役員 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）

取締役
専務執行役員 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

取締役
専務執行役員 勝川　四志彦

かつかわ　よしひこ

法務部、コーポレート・コミュニケーション部、総務部、人事労政部、経営企画部（除く自動
車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援
室、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括、全社安全衛生の総
括

（同左）
法務部、コーポレート・コミュニケーション部、総務部、人事労政部、経営企画部（除く自動
車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援
室、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括

取締役
専務執行役員 勝川　四志彦

かつかわ　よしひこ
法務部、コーポレート・コミュニケーション部、総務部、人事労政部、経営企画部（除く自動
車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援
室、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の総括

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 北畑　隆生
きたばた　たかお

（同左） 社外取締役 北畑　隆生
きたばた　たかお

社外取締役 馬場　宏之
ばんば　ひろゆき

（同左） 社外取締役 馬場　宏之
ばんば　ひろゆき

社外取締役
（監査等委員） 沖本　隆史

おきも と　たかし
（同左）

社外取締役
（監査等委員） 沖本　隆史

おきも と　たかし

社外取締役
（監査等委員） 宮田　賀生

みやた　よしいく
（同左）

社外取締役
（監査等委員） 宮田　賀生

みやた　よしいく

社外取締役
（監査等委員） 千森　秀郎

ちも り　ひでろう
（同左）

社外取締役
（監査等委員） 千森　秀郎

ちも り　ひでろう

補欠の監査等委員
である取締役 三浦　州夫

みうら　くにお
（同左）

補欠の監査等委員
である取締役 三浦　州夫

みうら　くにお

委嘱業務　（内定）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＞



 

執行役員　（除く取締役）

＜４月１日付＞

新役職名 新役職名 氏名

専務執行役員 宮下　幸正
みやした　ゆきま さ

アルミ・銅事業部門長 （同左） （同左） 専務執行役員 宮下　幸正
みやした　ゆきま さ

アルミ・銅事業部門長

専務執行役員 水口　誠
みずぐち　ま こと

環境防災部、経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、開発企画部、知的財産部、もの
づくり推進部、ＩＴ企画部の担当、全社環境防災の担当、全社システムの担当、技術開発
本部自動車ソリューションセンターの担当、全社自動車プロジェクトの担当

（同左） （同左） 専務執行役員 水口　誠
みずぐち　ま こと

環境防災部、経営企画部（自動車軽量化事業企画室）、開発企画部、知的財産部、もの
づくり推進部、ＩＴ企画部の担当、全社環境防災の担当、全社システムの担当、技術開発
本部自動車ソリューションセンターの担当、全社自動車プロジェクトの担当

専務執行役員 森崎　計人
も りさき　かずと

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） 専務執行役員 森崎　計人
も りさき　かずと

エンジニアリング事業部門長、全社建設業の担当

専務執行役員 松原　弘明
ま つばら　ひろあき

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防災の担当 （同左） （同左） 専務執行役員 松原　弘明
ま つばら　ひろあき

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の担当、同環境防災の担当

専務執行役員 岡　欣彦
おか　よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業

全般の担当
（同左） （同左） 専務執行役員 岡　欣彦

おか　よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業
全般の担当

専務執行役員 宮崎　庄司
みやざき　しょう じ 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同鋼板分野生産技術の担当、同加古川製鉄所

長、同システム技術部、同技術開発センターの担当
（同左） 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同鋼板分野生産技術の担当、同加古川製鉄所長 専務執行役員 宮崎　庄司

みやざき　しょう じ
鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同鋼板分野生産技術の担当、同加古川製鉄所長

常務執行役員 河原　一明
かわはら　かずあき

経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務部の担当 専務執行役員
経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、海外拠点（本社所管）の
担当

専務執行役員 河原　一明
かわはら　かずあき 経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理部、財務部、海外拠点（本社所管）の

担当

常務執行役員 山本　浩司
やま も と　こう じ

鉄鋼事業部門長付
3月31日付

退任（当社顧問）
常務執行役員 大久保　安

おおく ぼ　やすし
監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当

常務執行役員 大久保　安
おおく ぼ　やすし

監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当 （同左） （同左） 常務執行役員 山本　明
やま も と　あきら

溶接事業部門長

常務執行役員 山本　明
やま も と　あきら

溶接事業部門長 （同左） （同左） 常務執行役員 竹内　正道
たけう ち　ま さみち

機械事業部門産業機械事業部長、同産業機械事業部機器本部長

常務執行役員 竹内　正道
たけう ち　ま さみち

機械事業部門産業機械事業部長、同産業機械事業部機器本部長 （同左） （同左） 常務執行役員 永良　哉
ながら　はじめ 安全衛生部、コーポレート・コミュニケーション部、人事労政部、営業企画部、建設技術

部、ラグビー部支援室、支社・支店（高砂製作所を含む）の担当、全社安全衛生の担当

常務執行役員 永良　哉
ながら　はじめ

コーポレート・コミュニケーション部、人事労政部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部
支援室、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社所管）の担当、全社安全衛生
の担当

（同左）
安全衛生部、コーポレート・コミュニケーション部、人事労政部、営業企画部、建設技術
部、ラグビー部支援室、支社・支店（高砂製作所を含む）の担当、全社安全衛生の担当

常務執行役員 内山田
う ちやま だ

　邦夫
く にお

コンプライアンス統括部の担当、全社コンプライアンスの担当

常務執行役員 西村　悟
にしむら　さとし

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼分野海外拠点の担当
3月31日付

退任（当社顧問）
（神鋼商事㈱ 顧問 を兼務）

退任
（神鋼商事㈱ 常務執行
役員）

常務執行役員 山口
やま ぐち

　裕
ゆたか

品質統括部の担当、全社品質保証の担当

常務執行役員 内山田
う ちやま だ

　邦夫
く にお

コンプライアンス統括部の担当、全社コンプライアンスの担当 （同左） （同左） 常務執行役員 岩本　浩樹
いわも と　ひろき

機械事業部門圧縮機事業部長、同圧縮機事業部汎用圧縮機本部長

常務執行役員 山口
やま ぐち

　裕
ゆたか

品質統括部の担当、全社品質保証の担当 （同左） （同左） 常務執行役員 中村　昭二
なかむら　しょう じ

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄板商品技術部の担当

執行役員 平田　誠二
ひらた　せいじ

アルミ・銅事業部門長特命事項の担当 （同左） アルミ・銅事業部門アルミ板事業の担当、アルミ・銅事業部門長特命事項の担当 常務執行役員 森　啓之
も り　ひろゆき 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の担当、同素形材管理部、素

形材品質保証部の担当

執行役員 岩本　浩樹
いわも と　ひろき

機械事業部門圧縮機事業部長、同圧縮機事業部汎用圧縮機本部長 常務執行役員 （同左） 執行役員 平田　誠二
ひらた　せいじ

アルミ・銅事業部門アルミ板事業の担当、アルミ・銅事業部門長特命事項の担当

執行役員 中村　昭二
なかむら　しょう じ

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部、薄板商品技術部の担当 常務執行役員 （同左） 執行役員 後藤　有一郎
ごとう 　ゆう いちろう

技術開発本部副本部長

執行役員 森　啓之
も り　ひろゆき 鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部の担当、同素形材管理部、素

形材品質保証部の担当
常務執行役員 （同左） 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

執行役員 後藤　有一郎
ごとう 　ゆう いちろう

技術開発本部副本部長 （同左） （同左） 執行役員 浅田　秀樹
あさだ　ひでき

アルミ・銅事業部門銅板事業の担当、同安全管理の担当、同技術部長

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鉄源本部の担当、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 北山　修二
きたやま 　しゅう じ

鉄鋼事業部門機材調達部の担当、同線材条鋼分野生産技術の担当、同神戸製鉄所長

執行役員 浅田　秀樹
あさだ　ひでき

アルミ・銅事業部門アルミ板事業、銅板事業の担当、同安全管理の担当、同技術部長 （同左） アルミ・銅事業部門銅板事業の担当、同安全管理の担当、同技術部長 執行役員 門脇　良策
かどわき　りょう さく

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部、品質保証部の担当

執行役員 北山　修二
きたやま 　しゅう じ

鉄鋼事業部門線材条鋼分野生産技術の担当、同神戸製鉄所長、同技術総括部の担当 （同左） 鉄鋼事業部門機材調達部の担当、同線材条鋼分野生産技術の担当、同神戸製鉄所長 執行役員 栗岡　義紀
く りおか　よしのり

機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部回転機本部長

執行役員 門脇　良策
かどわき　りょう さく

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部、品質保証部の担当 （同左） （同左） 執行役員 木本　和彦
きも と　かずひこ 鉄鋼事業部門企画管理部、線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼分野海

外拠点の担当

執行役員 栗岡　義紀
く りおか　よしのり

機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部回転機本部長 （同左） （同左） 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

執行役員 木本　和彦
きも と　かずひこ

鉄鋼事業部門企画管理部、原料部、資材部の担当 （同左）
鉄鋼事業部門企画管理部、線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼分野海
外拠点の担当

執行役員 坂本　浩一
さかもと　こういち

鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発センターの担当

－ 上谷内　洋一
かみやうち　よういち

理事、エンジニアリング事業部門原子力・ＣＷＤ本部長 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

－ 坂本　浩一
さかもと　こういち

理事、開発企画部長 執行役員 鉄鋼事業部門技術総括部、システム技術部、同技術開発センターの担当

技監 三宅　俊也
みやけ　としや

技術開発本部における新事業創出、新製品開発に関わる業務
3月31日付

退任（当社顧問）

退任
（㈱コベルコ科研 代表取
締役社長）

技監 橋本　公男
はしも と　きみお

電力事業部門長付
3月31日付

退任（当社顧問）

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　（内定）

 




