
 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　異　動
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

松崎　慎治
ＣＲＭ部主席部員
兼　ＣＲＭ部監査室長

海外事業部主席部員 2017年6月28日

羽田　進 環境部長 素形材事業部渋川工場主席部員 〃

大井　久司 法務部長 監査部長 〃

館農　康志
技術開発研究所副所長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト副主席部員

技術開発研究所企画管理部長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト副主席部員

2017年7月1日

植田　茂紀 技術開発研究所副所長 技術開発研究所特殊鋼研究部主席研究員 〃

松村　康志
技術開発研究所副所長
兼　技術開発研究所軟磁性材料研究室長

技術開発研究所電磁材料研究部長 〃

木村　利光 技術開発研究所副所長 技術開発研究所プロセス研究部長 〃

齋藤　章彦
技術開発研究所企画室主席部員
兼　技術開発研究所主席部員

技術開発研究所企画管理部企画室主席部員
兼　技術開発研究所電磁材料研究部主席研究員

〃

（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

前野　篤史
ＣＲＭ部副主席部員
兼　ＣＲＭ部リスクマネジメント室長

環境部監査室長 2017年6月28日

鷲見　巌樹 ＣＲＭ部監査室副主席部員 監査部副主席部員 〃

奥山　雅章
ＣＲＭ部リスクマネジメント室副主席部員
兼　環境部副主席部員

環境部環境室主任部員 〃

後藤　泰彦 ＩＴ企画部副主席部員
総務部リスクマネジメント室長
兼　ＩＴ企画部副主席部員

〃

折井　敬 環境部副主席部員 環境部環境室長 〃

杉本　達哉
総務部総務室長
兼　総務部副主席部員

総務部総務室長 〃

（次頁へ続く）

2017年6月29日

大同特殊鋼株式会社



（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

加藤　浩
法務部副主席部員
兼　総務部副主席部員

総務部法務室長
兼　総務部内部統制室長

2017年6月28日

高野　弘明 法務部副主席部員
総務部内部統制室副主席部員
兼　総務部法務室副主席部員

〃

宮崎　達二郎 法務部副主席部員 総務部法務室副主席部員 〃

清水　明子
人事部労政企画室長
兼　総務部副主席部員

人事部労政企画室長 〃

纐纈　一弘 経理部経理企画室長
経理部経理企画室長
兼　総務部内部統制室副主席部員

〃

福谷　泰生
経理部資金室長
兼　法務部副主席部員

経理部資金室長
兼　総務部内部統制室副主席部員
兼　総務部法務室副主席部員

〃

斉藤　幹郎 経理部経理室長
経理部経理室長
兼　総務部内部統制室副主席部員

〃

井之上　正浩 経理部知多経理室長
経理部知多経理室長
兼　総務部内部統制室副主席部員

〃

大北　真也 経理部渋川経理室長
経理部渋川経理室長
兼　総務部内部統制室副主席部員

〃

岩田　学
営業生産統括部商務・物流室長
兼　営業生産統括部販売管理室副主席部員

営業生産統括部商務・物流室長
兼　営業生産統括部販売管理室副主席部員
兼　総務部内部統制室副主席部員

〃

久米　健仁 ＩＴ企画部副主席部員 株式会社スターインフォテック出向 2017年7月1日

筒井　和久 技術開発研究所副主席部員 マテリアルソリューション部副主席部員 〃

鈴木　寿穂 技術開発研究所企画室長 技術開発研究所企画管理部企画室長 〃

恩田　学
技術開発研究所管理室長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト副主席部員

技術開発研究所企画管理部管理室長
兼　ダイバーシティ推進プロジェクト副主席部員

〃

石川　浩一 技術開発研究所ソリューション支援室長 マテリアルソリューション部副主席部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

井上　圭介 技術開発研究所構造材料第二研究室長 技術開発研究所特殊鋼研究部構造材料第二研究室長 2017年7月1日

森井　浩一 技術開発研究所機能材料研究室長 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第二研究室長 〃

小山　恵史
技術開発研究所機能材料研究室副主席研究員
兼　新分野事業部製造・開発室副主席部員
兼　新分野事業部営業室副主席部員

技術開発研究所電磁材料研究部機能材料研究室副主席研究員
兼　新分野事業部製造・開発室副主席部員
兼　新分野事業部営業室副主席部員

〃

山本　和巳 技術開発研究所溶解凝固研究室長 技術開発研究所プロセス研究部溶解凝固研究室長 〃

片岡　克仁 技術開発研究所計測制御研究室長 技術開発研究所プロセス研究部計測制御研究室長 〃

堀尾　浩次 技術開発研究所計測制御研究室副主席研究員 技術開発研究所プロセス研究部計測制御研究室副主席研究員 〃

杉本　利一 株式会社大同分析リサーチ出向 技術企画部品質保証室副主席部員 〃

（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

青木　裕樹 ＣＲＭ部監査室主任部員 監査部主任部員 2017年6月28日

竹田　一彦 ＣＲＭ部監査室主任部員 監査部主任部員 〃

久野　俊樹 ＣＲＭ部リスクマネジメント室主任部員 監査部主任部員 〃

澁谷　宏樹
ＣＲＭ部リスクマネジメント室主任部員
兼　総務部主任部員

総務部リスクマネジメント室主任部員
兼　総務部総務室主任部員

〃

山田　廣一 環境部主任部員 環境部監査室主任部員 〃

立石　亨 環境部主任部員 環境部環境室主任部員 〃

西村　真人 環境部主任部員 環境部環境室主任部員 〃

平岡　裕 環境部主任部員 環境部環境室主任部員 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

今井　崇雅 環境部主任部員 調達部合金調達室主任部員 2017年6月28日

坂田　雅史 法務部主任部員
総務部法務室主任部員
兼　総務部リスクマネジメント室主任部員

〃

和田　嘉寿 法務部主任部員 総務部法務室主任部員 〃

根元　哲
経理部星崎経理室長
兼　経理部滝春経理室長

経理部星崎経理室長
兼　経理部滝春経理室長
兼　総務部内部統制室主任部員

〃

武田　智 関連事業部主任部員 機械事業部営業部海外営業室主任部員 2017年7月1日

中川　正博 技術企画部品質保証室主任部員 素形材事業部渋川工場品質保証室主任部員 〃

森田　敏之 技術開発研究所主任部員 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第一研究室長 〃

大松澤　亮 技術開発研究所企画室主任部員 技術開発研究所企画管理部企画室主任部員 〃

松井　信行 技術開発研究所企画室主任部員 技術開発研究所企画管理部企画室主任部員 〃

岩月　仁志 技術開発研究所管理室主任部員 技術開発研究所企画管理部管理室主任部員 〃

内藤　富雄 技術開発研究所管理室主任部員 技術開発研究所企画管理部管理室主任部員 〃

布藤　正義 技術開発研究所管理室主任部員 技術開発研究所企画管理部管理室主任部員 〃

村瀬　俊之 技術開発研究所管理室主任部員 技術開発研究所企画管理部管理室主任部員 〃

石倉　亮平 技術開発研究所構造材料第一研究室長 技術開発研究所特殊鋼研究部構造材料第一研究室長 〃

高林　宏之 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室長 技術開発研究所特殊鋼研究部耐食・耐熱材料研究室長 〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

小柳　禎彦 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室主任研究員 技術開発研究所特殊鋼研究部耐食・耐熱材料研究室主任研究員 2017年7月1日

成田　修二 技術開発研究所耐食・耐熱材料研究室主任研究員
技術開発研究所特殊鋼研究部耐食・耐熱材料研究室主任研究員
兼　技術開発研究所特殊鋼研究部主任研究員

〃

伊吹　基宏 技術開発研究所金型材料技術研究室長 技術開発研究所特殊鋼研究部金型材料技術研究室長 〃

河野　正道 技術開発研究所金型材料技術研究室主任研究員 技術開発研究所特殊鋼研究部金型材料技術研究室主任研究員 〃

清水　崇行 技術開発研究所金型材料技術研究室主任研究員 技術開発研究所特殊鋼研究部金型材料技術研究室主任研究員 〃

橋野　早人 技術開発研究所磁石材料研究室長 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第二研究室主任研究員 〃

日置　敬子 技術開発研究所磁石材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第一研究室主任研究員 〃

牧野　直幸 技術開発研究所磁石材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第二研究室主任研究員 〃

下村　哲也 技術開発研究所軟磁性材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第一研究室主任研究員 〃

筒井　美紀子 技術開発研究所軟磁性材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部機能材料研究室主任研究員 〃

高木　忍 技術開発研究所機能材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部磁石材料第二研究室主任研究員 〃

服部　正 技術開発研究所機能材料研究室主任研究員 技術開発研究所電磁材料研究部機能材料研究室主任研究員 〃

奥村　鉄平 技術開発研究所溶解凝固研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部溶解凝固研究室主任研究員 〃

杉山　岳文 技術開発研究所溶解凝固研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部溶解凝固研究室主任研究員 〃

藤原　正尚 技術開発研究所加工成形研究室長 技術開発研究所プロセス研究部加工成形研究室長 〃

岡島　琢磨
技術開発研究所加工成形研究室主任研究員
兼　技術開発研究所主任部員

技術開発研究所プロセス研究部加工成形研究室主任研究員
兼　技術開発研究所特殊鋼研究部主任研究員

〃

（次頁へ続く）



（前頁より続き）
（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

伊藤　樹一 技術開発研究所加工成形研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部加工成形研究室主任研究員 2017年7月1日

八田　武士 技術開発研究所加工成形研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部加工成形研究室主任研究員 〃

上仲　明郎 技術開発研究所計測制御研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部計測制御研究室主任研究員 〃

布施　直紀 技術開発研究所計測制御研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部計測制御研究室主任研究員 〃

森　大輔 技術開発研究所計測制御研究室主任研究員 技術開発研究所プロセス研究部計測制御研究室主任研究員 〃

多湖　雄一郎 マテリアルソリューション部主任部員 技術開発研究所電磁材料研究部機能材料研究室長 〃

益永　敦郎 素形材事業部渋川工場品質保証室主任部員 素形材事業部渋川工場鍛圧室主任部員 〃

畠中　幸喜 生産技術部主任部員 知多工場製鋼室主任部員 〃

中野　茂幸 知多工場知多帯鋼工場生産管理室主任部員 自動車ビジネスユニット東京営業部溶接材料営業室主任部員 〃

中本　康之
名古屋商工会議所社外勤務
兼　秘書室主任部員

秘書室主任部員 〃

　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】　大同特殊鋼株式会社　総務部広報室　　市　原

ＴＥＬ（０５２）９６３－７５０３
ＦＡＸ（０５２）９６３－４３８６

以　　上


