
(１)取締役候補者および取締役委嘱業務

＜４月１日付＞

新　役　職 新　役　職 氏　名

代表取締役社長 佐藤　廣士 代表取締役会長 代表取締役会長 佐藤　廣士

代表取締役副社長 山口　育廣 鉄鋼事業部門長 （同左） （同左） 　 代表取締役社長 川崎　博也

代表取締役副社長 藤原　寛明

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部（除く安
全管理・QC支援）、経営企画部、鉄・資源海外企画部、経理
部、財務部、営業企画部、建設技術部、(※)真岡発電プロ
ジェクト推進部、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点
（本社所管）の総括、全社コンプライアンスの総括

（同左）

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、環境防災部、人事
労政部、経営企画部、ものづくり推進部、IT企画部、経理
部、財務部、営業企画部、建設技術部、真岡発電プロジェク
ト推進部、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社
所管）の総括、全社コンプライアンス、全社システムの総括

　 代表取締役副社長 山口　育廣 鉄鋼事業部門長

代表取締役副社長 髙橋　徹 アルミ・銅事業部門長 （同左） （同左） 　 代表取締役副社長 藤原　寛明

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、環境防災部、人事
労政部、経営企画部、ものづくり推進部、IT企画部、経理
部、財務部、営業企画部、建設技術部、真岡発電プロジェク
ト推進部、支社・支店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本社
所管）の総括、全社コンプライアンス、全社システムの総括

代表取締役副社長 田中　順
資源・エンジニアリング事業部門長、同石炭エネルギー本部
長

（同左） エンジニアリング事業部門長 代表取締役副社長 髙橋　徹 アルミ・銅事業部門長

専務取締役 粕谷　強 溶接事業部門長 （同左） （同左） 代表取締役副社長 田中　順 エンジニアリング事業部門長

専務取締役 川崎　博也

全社技術開発の総括、環境防災部、人事労政部（安全管
理・ＱＣ支援）、ものづくり推進部、IT企画部の総括、全社シ
ステムの総括、経営企画部、海外拠点（本社所管）の担当、
鉄・資源海外企画部について担当役員を支援

代表取締役社長 　 専務取締役 粕谷　強 溶接事業部門長

専務取締役 楢木　一秀 機械事業部門長 （同左） （同左） 専務取締役 楢木　一秀 機械事業部門長

社外取締役 北畑　隆生 （同左） 　 　 社外取締役 北畑　隆生

社外取締役 山内　拓男 （同左） 社外取締役 山内　拓男

　

(2)監査役【ご参考】

監査役 大越　年祝 （同左） 監査役 大越　年祝

監査役 宮崎　純 （同左） 監査役 宮崎　純

社外監査役 佐々木　茂夫 （同左） 　 社外監査役 佐々木　茂夫

社外監査役 沖本　隆史 （同左） 社外監査役 沖本　隆史

社外監査役 坂井　信也 （同左） 社外監査役 坂井　信也

　

委  嘱  業  務現　役　職 氏  名
現　委　嘱　業　務　（３月１日現在）

※は3/16以降
株主総会終了後 委　嘱　業　務　（内　定）

＜株主総会終了後＞



(3)執行役員候補者および委嘱業務

＜４月１日付＞

新　役　職 新　役　職 氏　名

専務執行役員 沖田　誠治
営業企画部、建設技術部、支社・支店（除く大阪支社、高砂
製作所）の担当、社長特命事項の担当

（同左） (同左) 　 専務執行役員 沖田　誠治
営業企画部、建設技術部、支社・支店（除く大阪支社、高砂
製作所）の担当、社長特命事項の担当

専務執行役員 尾上　善則 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長 （同左） (同左) 　 専務執行役員 尾上　善則 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長

常務執行役員 金子　明
法務部、人事労政部の担当、全社コンプライアンスの担当、
秘書広報部長

（同左） アルミ・銅事業部門副事業部門長 常務執行役員 金子　明 アルミ・銅事業部門副事業部門長

常務執行役員 花岡　正浩
総務部、ラグビー部支援室、大阪支社の担当、高砂製作所
長

（同左）
総務部、法務部、ラグビー部支援室、大阪支社、高砂製作
所の担当、全社コンプライアンスの担当

　 常務執行役員 花岡　正浩
総務部、法務部、ラグビー部支援室、大阪支社、高砂製作
所の担当、全社コンプライアンスの担当

常務執行役員 梅原　尚人
鉄鋼事業部門鉄鋼総括部、海外事業推進部の担当、同チ
タン本部の担当

（同左）
鉄鋼事業部門鉄鋼総括部、海外事業推進部の担当、同ＩＰＰ
本部、チタン本部の担当

　 常務執行役員 梅原　尚人
鉄鋼事業部門鉄鋼総括部、海外事業推進部の担当、同ＩＰＰ
本部、チタン本部の担当

常務執行役員 髙村　実朗
溶接事業部門副事業部門長、同中国及びアセアン事業全
般の担当（上海）

（同左） 溶接事業部門長付（㈱大阪チタニウムテクノロジーズ顧問）
退任（㈱大阪チタニウ
ムテクノロジーズ専務
取締役）

常務執行役員 眞部　晶平 エンジニアリング事業部門新鉄源本部の担当

常務執行役員 眞部　晶平 資源・エンジニアリング事業部門長付 （同左） エンジニアリング事業部門新鉄源本部の担当 　 常務執行役員 宮脇　新也
鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部の担
当、同鉄粉本部の担当

常務執行役員 宮脇　新也
鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板商品技術部の担
当、同鉄粉本部の担当

（同左） （同左） 常務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長

常務執行役員 佐藤　孝彦
アルミ・銅事業部門アルミ板事業の担当、同真岡製造所長、
同真岡製造所設備部長

（同左）
アルミ・銅事業部門長付（㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナ
ンス顧問）

退任（㈱神鋼エンジニ
アリング＆メンテナン
ス代表取締役社長）

常務執行役員 宮下　幸正
鉄鋼事業部門鉄鋼総括部営業総括業務の担当、同薄板営
業部の担当

常務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長 （同左） （同左） 常務執行役員 岩佐　道秀
鉄鋼事業部門原料部、資材部の担当、同鋳鍛鋼事業部の
担当

常務執行役員 宮下　幸正
鉄鋼事業部門鉄鋼総括部営業総括業務の担当、同薄板営
業部の担当

（同左） （同左） 常務執行役員 藤井　晃二 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長

常務執行役員 岩佐　道秀
鉄鋼事業部門原料部、資材部の担当、同鋳鍛鋼事業部の
担当

（同左） （同左） 常務執行役員 後藤　隆 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当

常務執行役員 河瀬　昌博 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 （同左） 鉄鋼事業部門長付（日本高周波鋼業㈱顧問）
退任（日本高周波鋼
業㈱代表取締役社
長）

常務執行役員 柴田　順行 アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当

常務執行役員 藤井　晃二

鉄・資源海外企画部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の担当、
全社システムの担当、鉄鋼事業部門技術総括部、同ＩＰＰ本
部の担当、人事労政部（安全管理・ＱＣ支援）について担当
役員を支援

（同左） 鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 　 常務執行役員 杉﨑　康昭
全社技術開発の総括、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担
当、技術開発本部長

執行役員 後藤　隆 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当 常務執行役員 (同左) 常務執行役員 加藤　宏 アルミ・銅事業部門営業全般の担当

執行役員 柴田　順行 アルミ・銅事業部門営業全般の担当、同鋳鍛事業の担当 常務執行役員 アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当 常務執行役員 山口　貢 経営企画部、海外拠点（本社所管）の担当

執行役員 杉﨑　康昭 技術開発本部長 常務執行役員
全社技術開発の総括、ＩＴ企画部の担当、全社システムの担
当、技術開発本部長

常務執行役員 森地　高文 秘書広報部、経理部、財務部の担当

執行役員 山口　貢 経営企画部長 常務執行役員 経営企画部、海外拠点（本社所管）の担当 常務執行役員 水口　誠 鉄鋼事業部門薄板商品技術部の担当

執行役員 森地　高文 経理部、財務部の担当 常務執行役員 秘書広報部、経理部、財務部の担当 執行役員 松田　彰雄 機械事業部門産業機械事業部長、同機器本部長

執行役員 水口　誠 鉄鋼事業部門薄板商品技術部の担当 常務執行役員 （同左） 執行役員 藤井　拓己 アルミ・銅事業部門真岡製造所長

執行役員 松田　彰雄 機械事業部門産業機械事業部長、同機器本部長 （同左） （同左） 執行役員 森崎　計人
エンジニアリング事業部門企画管理部、安全品質環境管理
部、鉄構・砂防部、同プロジェクトサポートセンターの担当、
同都市システム部長

執行役員 藤井　拓己
アルミ・銅事業部門押出事業、銅板事業の担当、同長府製
造所長

（同左） アルミ・銅事業部門真岡製造所長 執行役員 柴田　耕一朗
環境防災部、人事労政部（安全管理）、鉄鋼事業部門システ
ム技術部、同技術開発センターの担当、同技術総括部長

執行役員 森崎　計人
資源・エンジニアリング事業部門企画管理部、安全品質環
境管理部、鉄構・砂防部、都市システム部、同プロジェクトサ
ポートセンターの担当

（同左）
エンジニアリング事業部門企画管理部、安全品質環境管理
部、鉄構・砂防部、同プロジェクトサポートセンターの担当、
同都市システム部長

執行役員 輿石　房樹
溶接事業部門副事業部門長、同営業部、同技術センターの
担当、同中国事業全般の担当

執行役員 柴田　耕一朗
環境防災部、鉄鋼事業部門システム技術部、同技術開発セ
ンターの担当、同技術総括部長

（同左）
環境防災部、人事労政部（安全管理）、鉄鋼事業部門システ
ム技術部、同技術開発センターの担当、同技術総括部長

執行役員 対馬　靖 鉄鋼事業部門鉄鋼総括部長

執行役員 輿石　房樹 溶接事業部門技術センター長 （同左）
溶接事業部門副事業部門長、同営業部、同技術センターの
担当、同中国事業全般の担当

執行役員 三宅　俊也
技術開発本部副本部長、人事労政部（QC支援）の担当、新
鉄源事業の支援、ものづくり推進部長

技監 山本　敬藏
全社原子力分野の支援、資源・エンジニアリング事業部門原
子力・ＣＷＤ本部の担当

（同左）
全社原子力分野の支援、エンジニアリング事業部門原子力・
ＣＷＤ本部の担当

技監 山本　敬藏
全社原子力分野の支援、エンジニアリング事業部門原子力・
ＣＷＤ本部の担当

神鋼商事㈱
常務執行役員

加藤　宏 神鋼商事㈱非鉄金属本部副本部長 常務執行役員 アルミ・銅事業部門営業全般の担当

理事 対馬　靖
理事、鉄鋼事業部門鉄鋼総括部長兼鉄鋼事業部門ＩＰＰ本
部計画室担当部長

執行役員 鉄鋼事業部門鉄鋼総括部長

理事 三宅　俊也 理事、経営企画部担当役員補佐［神戸］ 執行役員
技術開発本部副本部長、人事労政部（QC支援）の担当、新
鉄源事業の支援、ものづくり推進部長

現　役　職 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）


