
(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

代表取締役会長 佐藤　廣士 （同左） 代表取締役会長 佐藤　廣士

代表取締役社長 川崎　博也 （同左） 代表取締役社長 川崎　博也

代表取締役副社長 田中　順 エンジニアリング事業部門長 取締役副社長 社長付 退任（顧問役） 代表取締役副社長 楢木　一秀 機械事業部門長

代表取締役副社長 楢木　一秀 機械事業部門長 （同左） （同左） 代表取締役副社長 尾上　善則 鉄鋼事業部門長

代表取締役副社長 尾上　善則 鉄鋼事業部門長 （同左） （同左） 代表取締役副社長 金子　明 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） 社長付（㈱神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ顧問）
退任（㈱神鋼環境ｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ取締役社長）

代表取締役副社長 梅原　尚人

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、経営企画
部、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援
室、電力事業企画推進本部、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

専務取締役 金子　明 アルミ・銅事業部門長 代表取締役副社長 （同左） 専務取締役 杉﨑　康昭
全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の
総括、全社システムの総括

専務取締役 梅原　尚人

監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、経営企画
部、経理部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支援
室、電力事業企画推進本部、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

代表取締役副社長 （同左） 専務取締役 眞部　晶平 エンジニアリング事業部門長

常務取締役 杉﨑　康昭
全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の
総括、全社システムの総括、技術開発本部長

専務取締役
全社技術開発の総括、環境防災部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部の
総括、全社システムの総括

常務取締役 輿石　房樹 溶接事業部門長

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 越智　洋 （同左） 社外取締役 越智　洋

　
　

(2)監査役【ご参考】

監査役 藤原　寛明 （同左） 監査役 藤原　寛明

監査役 山本　敬藏 （同左） 監査役 山本　敬藏

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） 再任 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

　

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）



(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
建設技術部、支社・支店（除く大阪支社、高砂製作所）の担当、営
業企画部長

（同左） 社長付 退任（顧問） 専務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長

専務執行役員 大濱　敬織 機械事業部門圧縮機事業部長 （同左） （同左） 専務執行役員 宮下　幸正 鉄鋼事業部門企画管理部、営業総括部、原料部、資材部の担当

専務執行役員 宮下　幸正
鉄鋼事業部門企画管理部、営業総括部、原料部、資材部の担当、
同営業全般の担当

（同左） 鉄鋼事業部門企画管理部、営業総括部、原料部、資材部の担当 専務執行役員 山口　貢 機械事業部門産業機械事業部長

専務執行役員 藤井　晃二
鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同ＩＰＰ本部の担当、同神戸製
鉄所長

（同左） 鉄鋼事業部門長付（神鋼鋼線工業㈱顧問）
退任（神鋼鋼線工業
㈱取締役社長）

専務執行役員 森地　高文
秘書広報部、総務部、人事労政部（除く安全管理、ＱＣ支援）、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

常務執行役員 眞部　晶平 エンジニアリング事業部門副事業部門長、同企画管理部の担当 専務執行役員 エンジニアリング事業部門長 専務取締役 常務執行役員 後藤　隆 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、同営業全般の担当

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、薄板商品
技術部の担当

（同左） 鉄鋼事業部門長付（㈱コベルコ科研顧問）
退任（㈱コベルコ科研
取締役社長）

常務執行役員 加藤　宏
アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同アルミ板事業の
担当

常務執行役員 後藤　隆 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当 （同左） 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、同営業全般の担当 常務執行役員 水口　誠
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 加藤　宏
アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同営業全般の担
当

（同左）
アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担当、同アルミ板事業の
担当

常務執行役員 藤井　拓己 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同鋳鍛事業の担当

常務執行役員 山口　貢
機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同企画管理部、資材調
達部の担当

専務執行役員 機械事業部門産業機械事業部長 常務執行役員 森崎　計人
エンジニアリング事業部門鉄構・砂防部、都市システム部の担当、
同原子力・ＣＷＤ本部の担当

常務執行役員 森地　高文
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）、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

専務執行役員
秘書広報部、総務部、人事労政部（除く安全管理、ＱＣ支援）、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

常務執行役員 柴田　耕一朗 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 水口　誠
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

（同左）
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 三宅　俊也 技術開発本部長、新鉄源事業の支援

常務執行役員 松田　彰雄 機械事業部門産業機械事業部長 （同左） 機械事業部門長付（神鋼商事㈱顧問）
退任（神鋼商事㈱専
務執行役員）

執行役員 石川　裕士 エンジニアリング事業部門新鉄源本部長

常務執行役員 藤井　拓己 アルミ・銅事業部門真岡製造所長、同技術開発の担当 （同左） アルミ・銅事業部門技術部の担当、同鋳鍛事業の担当 執行役員 松原　弘明
鉄鋼事業部門素形材企画部の担当、同鋳鍛鋼事業部、同チタン本
部、同鉄粉本部の担当

常務執行役員 森崎　計人
エンジニアリング事業部門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、同原子力・Ｃ
ＷＤ本部の担当

（同左）
エンジニアリング事業部門鉄構・砂防部、都市システム部の担当、
同原子力・ＣＷＤ本部の担当

執行役員 河原　一明 経理部、財務部の担当

常務執行役員 柴田　耕一朗 鉄鋼事業部門加古川製鉄所長 （同左） 鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古川製鉄所長 執行役員 北川　二朗 電力事業企画推進本部長

常務執行役員 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

（同左） 溶接事業部門長 常務取締役 執行役員 岡　欣彦 鉄鋼事業部門厚板営業部、薄板営業部の担当

執行役員 対馬　靖 鉄鋼事業部門企画管理部長 （同左） 鉄鋼事業部門長付（ｺﾍﾞﾙｺ建機㈱顧問）
退任（ｺﾍﾞﾙｺ建機㈱取
締役常務執行役員）

執行役員 山本　浩司
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、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、全社システムの担当

執行役員 三宅　俊也 技術開発本部副本部長、新鉄源事業の支援 常務執行役員 技術開発本部長、新鉄源事業の支援 執行役員 大久保　安 監査部の担当、全社コンプライアンスの担当、法務部長

執行役員 石川　裕士 エンジニアリング事業部門新鉄源本部長 （同左） （同左） 執行役員 磯野　誠昭
アルミ・銅事業部門銅板事業の担当、同長府製造所長、同技術部
について担当役員を支援

執行役員 松原　弘明 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 （同左）
鉄鋼事業部門素形材企画部の担当、同鋳鍛鋼事業部、同チタン本
部、同鉄粉本部の担当

執行役員 勝川　四志彦 海外拠点（本社所管）の担当、経営企画部長

執行役員 河原　一明 経理部、財務部の担当 （同左） （同左） 執行役員 山本　明 溶接事業部門生産センターの担当、同企画管理部長

執行役員 北川　二朗 電力事業企画推進本部長、同西日本電力プロジェクト部長 （同左） 電力事業企画推進本部長 執行役員 宮崎　庄司 鉄鋼事業部門ＩＰＰ本部の担当、同神戸製鉄所長

執行役員 岡　欣彦 鉄鋼事業部門厚板営業部、薄板営業部の担当 （同左） （同左） 技監 橋本　公男 電力事業企画推進本部東日本電力プロジェクト部長

執行役員 山本　浩司
人事労政部（ＱＣ支援）、経営企画部、ものづくり推進部、ＩＴ企画部
の担当、海外拠点（本社所管）の担当、全社システムの担当

（同左）
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、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、全社システムの担当

技監 橋本　公男 電力事業企画推進本部東日本電力プロジェクト部長 （同左） （同左）

大久保　安 理事、法務部長 執行役員 監査部の担当、全社コンプライアンスの担当、法務部長

磯野　誠昭 理事、アルミ・銅事業部門長府製造所長 執行役員
アルミ・銅事業部門銅板事業の担当、同長府製造所長、同技術部
について担当役員を支援

勝川　四志彦 理事、経営企画部長 執行役員 海外拠点（本社所管）の担当、経営企画部長

山本　明
溶接事業部門企画管理部長兼溶接事業部門企画管理部システム
室長

執行役員 溶接事業部門生産センターの担当、同企画管理部長

宮崎　庄司 理事、鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長 執行役員 鉄鋼事業部門ＩＰＰ本部の担当、同神戸製鉄所長

委　嘱　業　務　（内　定）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＞


