
 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　事　異　動
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

大西　義通
経営企画部主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

経営企画部主席部員 2019年1月1日

野村　一朗
技術企画部主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

技術企画部主席部員 〃

酒向　秀文 人事部主席部員 PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA出向 〃

永井　崇 調達部長
知多工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

磯谷　昌都 調達部原料調達室長 調達部鉄源調達室長 〃

松村　康志
技術開発研究所副所長
兼　技術開発研究所磁石材料研究室長

技術開発研究所副所長 〃

加藤　健
ネクスト知多工場プロジェクト主席部員
兼　知多工場主席部員

知多工場副工場長 〃

後藤　伸一朗
自動車ビジネスユニット東京営業部長
兼　自動車ビジネスユニット東京営業部第二営業室長

自動車ビジネスユニット東京営業部長 〃

渡辺　剛
生産技術部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡリーダー
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

生産技術部長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡリーダー

〃

野口　敦司
知多工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

知多工場生産管理室長
兼　営業総括部販売管理室主席部員
兼　生産管理部主席部員

〃

岸　幹根
知多工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

星崎工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

石丸　陽一郎
知多工場生産管理室長
兼　営業総括部販売管理室主席部員
兼　生産管理部主席部員

自動車ビジネスユニット名古屋営業部第二営業室長
兼　高合金部高合金営業部名古屋営業室副主席部員

〃

（次頁へ続く）

2018年12月26日

大同特殊鋼株式会社



（前頁より続き）
（部     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

土田　泰規

知多工場設備センター長
兼　知多工場知多型鍛造工場主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主席部員

知多工場設備センター長
兼　知多工場知多型鍛造工場主席部員
兼　知多工場知多帯鋼工場主席部員

2019年1月1日

岡村　清隆
星崎工場副工場長
兼　生産技術部主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

技術企画部技術企画室長 〃

武藤　利喜

星崎工場副工場長
兼　星崎工場生産管理室長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員
兼　生産管理部主席部員

星崎工場副工場長
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ主席部員

〃

斎藤　賢一郎 株式会社ダイドー電子出向 自動車ビジネスユニット東京営業部第二営業室長 〃

山内　陽詳 下村特殊精工株式会社出向 調達部長 〃

神谷　輝明 PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA出向
素形材事業部企画開発部主席部員
兼　素形材事業部企画開発部企画管理室長

〃

（次     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

山内　貴司

経営企画部製品戦略室長
兼　技術企画部技術企画室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

経営企画部製品戦略室長
兼　技術企画部技術企画室副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

2019年1月1日

岡部　剛 技術企画部技術企画室長 ソリューションパートナー部大阪ソリューションパートナー室副主席部員 〃

小澤　陽二 モノづくり改革部エンジニアリング推進室副主席部員 株式会社大同キャスティングス出向 〃

小川　典宏 調達部副主席部員 調達部合金調達室長 〃

日原　一幸
調達部企画管理室長
兼　調達部資材調達室長

調達部企画管理室長 〃

尾形　浩司 調達部機材調達室長 調達部副主席部員 〃

（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

森田　敏之 技術開発研究所磁石材料研究室副主席研究員 技術開発研究所副主席部員 2019年1月1日

臼杵　成章
生産管理部物流室長
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

生産管理部物流室長 〃

吉田　裕彦
自動車ビジネスユニット名古屋営業部第二営業室長
兼　高合金部高合金営業部名古屋営業室副主席部員

OHIO STAR FORGE CO.出向 〃

萬屋　征剛 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部棒線営業室長 海外事業部副主席部員 〃

服部　和人 素形材事業部企画開発部企画管理室長 ステンレス・軸受産機ビジネスユニット東京営業部棒線営業室長 〃

林　琢文
生産技術部副主席部員
兼　鋼材構造改革プロジェクトⅡ副主席部員

星崎工場生産管理室長
兼　生産管理部副主席部員

〃

石川　浩義
知多工場設備センター副主席部員
兼　知多工場副主席部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

知多工場設備センター副主席部員
兼　知多工場副主席部員

〃

川﨑　剛
知多工場環境室長
兼　ネクスト知多工場プロジェクト副主席部員

知多工場環境室長 〃

鷲見　巌樹 株式会社大同ライフサービス出向 ＣＲＭ部監査室副主席部員 〃

（課     長）

氏　　　名 新　　　所　　　属 現　　　所　　　属 発令年月日

酒井　秀彰 調達部原料調達室主任部員 調達部合金調達室主任部員 2019年1月1日

青山　健二 調達部資材調達室主任部員 大同資材サービス株式会社出向 〃

沖　隆太 調達部資材調達室主任部員 大同資材サービス株式会社出向 〃

冨松　正宏 調達部機材調達室主任部員 大同資材サービス株式会社出向 〃

（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

山下　秀勝 調達部機材調達室主任部員 大同資材サービス株式会社出向 2019年1月1日

牧野　成彦
調達部資材調達室主任部員
兼　大同興業株式会社出向

調達部主任部員 〃

若月　健
鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員
兼　経営企画部製品戦略室主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員

鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員
兼　経営企画部製品戦略室主任部員

〃

井上　宣之
鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員
兼　生産技術部生産技術室主任部員

鋼材構造改革プロジェクトⅡ主任部員
兼　知多工場圧延第二室主任部員

〃

小川　鐘二 ソリューションパートナー部大阪ソリューションパートナー室主任部員 星崎工場技術室主任部員 〃

柳下　正弘
知多工場設備センター主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員

知多工場設備センター主任部員 〃

渡邉　明
知多工場設備センター主任部員
兼　知多工場主任部員
兼　ネクスト知多工場プロジェクト主任部員

知多工場設備センター主任部員
兼　知多工場主任部員

〃

高橋　伸明 知多工場知多帯鋼工場技術室主任部員 下村特殊精鋼（蘇州）有限公司出向 〃

西田　尚平 星崎工場技術室主任部員
星崎工場棒鋼室主任部員
兼　生産技術部主任部員

〃

橋野　早人 株式会社ダイドー電子出向 技術開発研究所磁石材料研究室長 〃

齋藤　健太郎 OHIO STAR FORGE CO.出向 輸出部第二営業室主任部員 〃

　　　　　　　　　　【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


