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 □マネジメントグループ   

  

 　▽（本社）   

  

 経営企画部　部長  関西　総務部長  池田 悟

  

 経営企画部　部長  営業総括部営業企画室長  七里 亮介

  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務

 関係会社部　部長  経営企画部　部長  後藤 貴紀

  

 財務部　部長代理兼務  内部統制・監査部　部長  岩田 晃幸

 財務部　上席主幹兼務

 総務部　部長代理兼務  デジタル改革推進部　部長  星野 毅夫

 総務部　上席主幹兼務

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  岩谷 浩樹

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  デジタル改革推進部　上席主幹兼務

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  大石 仁

 総務部総務室　部長代理兼務  総務部総務室　上席主幹兼務

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  デジタル改革推進部　上席主幹兼務  

  

 内部統制・監査部　部長代理兼務  安全推進部　部長  朱宮 徹

 内部統制・監査部　上席主幹兼務

 内部統制・監査部　部長代理兼務  法務部国内法務室長  花井 正樹

 内部統制・監査部　上席主幹兼務

 瀬戸内製鉄所労働・購買部　部長代理兼務  瀬戸内　総務部呉総務室長  久田 裕彦

 内部統制・監査部　部長代理兼務  瀬戸内　労働・購買部　上席主幹兼務

  内部統制・監査部　上席主幹兼務  

  

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  情報システム部　部長  中川 義明

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務  デジタル改革推進部　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務  

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  技開本部　プロセス研究所インテリジェントアルゴリズム研究センタ  伊藤 邦春

 ー所長

  デジタル改革推進部　上席主幹兼務  

  

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  設備・保全技術センターシステム制御技術部長  吉沢 一郎

 デジタル改革推進部　上席主幹兼務

 デジタル改革推進部　部長代理  デジタル改革推進部　上席主幹  谷口 明彦

 情報システム部　部長代理兼務  情報システム部　上席主幹兼務
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 技術総括部技術総括室　部長代理兼務  技術総括部技術総括室　上席主幹兼務  

  

 総務部　部長代理兼務  デジタル改革推進部　部長  安岡 洋行

 情報システム部　部長代理兼務  総務部　上席主幹兼務

 情報システム部　上席主幹兼務  

 

 情報システム部　部長代理兼務  技開本部　技術開発企画部研究推進室長  中澤 嘉明

 情報システム部　上席主幹兼務

 内部統制・監査部　部長代理兼務  総務部総務室長  水野 達哉

 情報システム部情報システム戦略企画・管理室　部長代理兼務  内部統制・監査部　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務  情報システム部情報システム戦略企画・管理室　上席主幹兼務  

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務

 人事労政部　部長代理兼務  技開本部　人事室長  日高 正貴

 人事労政部　上席主幹兼務

 人事労政部人事室　部長代理  人事労政部人事室　上席主幹  清水 茂雄

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務

 人事労政部人事室　部長代理  人事労政部人事室　上席主幹  松村 健司

  

 人事労政部人事・直協連携企画室　部長代理兼務  人事労政部直協雇用対策推進室長  國島 孝之

 人事労政部人事・直協連携企画室　上席主幹兼務

 安全推進部　部長代理兼務  人事労政部　部長  山内 幸治

 人事労政部健康推進室長兼務

  安全推進部　上席主幹兼務  

  

 安全推進部　部長代理兼務  人事労政部人事室長  随念 学

 安全推進部　上席主幹兼務

 安全推進部　部長代理  安全推進部　上席主幹  萩原 眞治

  

 技術総括部　部長代理  技術総括部　上席主幹  礒原 豊司雄

  

 技術総括部技術総括室　部長代理  九州　生産技術部生産技術室長  三輪 征紀

 デジタル改革推進室　部長代理兼務  

 人事労政部人材開発室　部長代理兼務

 人事労政部人事・直協連携企画室　部長代理兼務

 技術総括部一貫最適化推進室　部長代理兼務  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室長  向 通誠

 技術総括部一貫最適化推進室　上席主幹兼務

 技術総括部設備計画室長  瀬戸内　生産技術部設備計画室長  日髙 一秀

 安全推進部　部長代理兼務  

 防災推進部　部長代理兼務   
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 品質保証部　部長代理兼務  室蘭　品質管理部長  吉岡 隆史

 室蘭　生産技術部ＳＥＩプロジェクト室長兼務

  室蘭　品質管理部品質保証室長兼務  

  品質保証部　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター　部長代理兼務  室蘭　設備部長  重松 清

 設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター　部長代理兼務  九州　設備部　部長　大分駐在  中川 与彦

 設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター　部長代理兼務  関西　設備部長  余田 学

 設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター　部長代理  東日本　設備部長  石橋 博雄

  設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター設備保全企画部長  瀬戸内　設備部長  田中 敬二

 技術総括部　部長代理兼務  設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務   

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部長  名古屋　設備部長  神山 知英

 設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部長代理  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　上席主幹  兼森 伸幸

 エネルギー技術部　部長代理兼務  

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部長代理  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　上席主幹  宮脇 雅敏

  

 製銑技術部　部長代理兼務  九州　製銑部長　大分駐在  西原 一浩

 製銑技術部　上席主幹兼務

 製銑技術部　部長代理兼務  関西　製銑部長  片山 賢治

  製銑技術部　上席主幹兼務

 製銑技術部　部長代理兼務  東日本　製銑部長  栗田 泰司

  製銑技術部　上席主幹兼務

 製銑技術部　部長代理兼務  名古屋　製銑部長  大沼 孝

  製銑技術部　上席主幹兼務

 製銑技術部　部長代理兼務  瀬戸内　製銑部長  千葉 洋之

  製銑技術部　上席主幹兼務

 製銑技術部　部長代理  室蘭　製銑部長  森實 好文

  室蘭　製銑部コークス技術室長兼務

  製銑技術部　上席主幹兼務  

  

 製鋼技術部　部長代理兼務  九州　製鋼部長  楠 伸太郎

 製鋼技術部　上席主幹兼務

 製鋼技術部　部長代理兼務  名古屋　製鋼部長  高瀬 賢二

 製鋼技術部　上席主幹兼務
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 製鋼技術部　部長代理兼務  関西　製鋼部長  藤原 道丈

 製鋼技術部　上席主幹兼務

 製鋼技術部　部長代理兼務  瀬戸内　製鋼部長  若木 明徳

 製鋼技術部　上席主幹兼務

 製鋼技術部　部長代理兼務  室蘭　製鋼部長  青木 淳

 製鋼技術部　上席主幹兼務

 製鋼技術部　部長代理  製鋼技術部　上席主幹  熊倉 誠治

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務

 エネルギー技術部　部長代理兼務  東日本　エネルギー部長  石野 英人

 エネルギー技術部　上席主幹兼務

 エネルギー技術部　部長代理兼務  九州　エネルギー部長  近藤 敏

 エネルギー技術部　上席主幹兼務

 エネルギー技術部　部長代理兼務  名古屋　エネルギー部長  中野 勝

 エネルギー技術部　上席主幹兼務

 エネルギー技術部　部長代理兼務  瀬戸内　設備部　部長  一松 栄司

 エネルギー技術部　上席主幹兼務

 エネルギー技術部　部長代理兼務  室蘭　設備部　部長  太田 敏夫

 室蘭　設備部エネルギー技術室長兼務

  エネルギー技術部　上席主幹兼務  

  

 エネルギー技術部　部長代理兼務  関西　エネルギー部長  小畑 智之

 エネルギー技術部　上席主幹兼務

 営業総括部　部長  営業総括部通商総括部長  黒田 和男

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室長  厚板事業部厚板営業部造船鋼材室長  浦田 秀樹

  

 原料第一部　部長代理  原料第一部　上席主幹  北澤 啓

 原料第二部　部長代理兼務  原料第二部　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  村岡 泰生

  

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  宮原 達也

 グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクト　部長代理兼務  グローバル事業推進本部ウジミナスプロジェクト　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  設備・保全技術センター設備保全企画部長  井上 学

 設備・保全技術センター　部長代理兼務  技術総括部　上席主幹兼務

  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務  

  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務

 復職　  人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  花田 典久

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  ニッポン イーガルブ スチール社出向

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹  村崎 幹夫

 鋼管事業部鋼管事業開発室　部長代理兼務  鋼管事業部鋼管企画部　上席主幹兼務
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 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務  財務部　部長  岩本 重和

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理兼務  法務部国際法務室長  今井 康人

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　部長代理  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　上席主幹  守沖 敦
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 情報システム部情報システム戦略企画・管理室　部長代理兼務  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部設備技術企画室  酒徳 篤

 防災推進部　部長代理兼務  長

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  情報システム部情報システム戦略企画・管理室　上席主幹兼務  

 防災推進部　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務  

 

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹  福田 淳

  

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹  川村 拓史

  

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  名古屋　厚板部長  江口 栄司

 チタン事業部　部長代理兼務  厚板事業部　上席主幹兼務

 チタン事業部　上席主幹兼務  

 

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  東日本　厚板部長  溝本 義史

 厚板事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  東日本　形鋼部長  箱崎 博則

 建材事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  東日本　鋼管部長  山下 英一

 鋼管事業部　部長代理兼務  建材事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所鋼構造研究部長  半谷 公司

 建材事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所接合研究部長  大丸 成一

 厚板事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板技術部長  九州　厚板部長  水谷 泰

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  厚板事業部　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部建材開発技術部長  建材事業部建材開発技術部長  田中 宏征

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部　部長  建材事業部建材営業部長  堀田 穣

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部　部長代理兼務  大阪支社　部長  原田 典佳

 大阪支社建材開発技術室長兼務

  建材事業部建材開発技術部　上席主幹兼務  

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部長  名古屋　工程業務部長  矢ヶ部 昌嗣

  

 薄板事業部　部長  薄板事業部薄板企画部長  菅 英之介

  薄板事業部薄板営業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  瀬戸内　薄板部　部長　大阪駐在  大塚 正樹

 薄板事業部　上席主幹兼務
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 薄板事業部　部長代理兼務  九州　電磁鋼板部長  佐藤 博彦

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所表面処理研究部長  松村 賢一郎

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  東日本　薄板部　部長  花岡 博

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  東日本　薄板部長  焼田 幸彦

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  九州　薄板部　部長　大分駐在  若狭 和式

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  九州　薄板部長  前田 健太郎

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  名古屋　薄板部長  若松 賢太郎

 名古屋　薄板部薄板企画室長兼務

 薄板事業部　上席主幹兼務  

  

 薄板事業部　部長代理兼務  瀬戸内　薄板部長  伊藤 大輔

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  名古屋　ブリキ部長  長谷川 和成

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  名古屋　薄板部　部長  池田 明弘

 名古屋　薄板部熱延技術室長兼務

  薄板事業部　上席主幹兼務  

  

 薄板事業部　部長代理兼務  九州　ブリキ部長  榎本 明弘

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所電磁鋼板研究部長  村上 健一

 薄板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部　部長代理兼務  瀬戸内　薄板部　部長  塩見 直樹

 瀬戸内　薄板部熱延技術室長兼務

  薄板事業部　上席主幹兼務  

  

 薄板事業部薄板技術部　部長代理  薄板事業部薄板技術部　上席主幹  島貫 洋

  

 薄板事業部薄板技術部　部長代理  薄板事業部薄板技術部　上席主幹  楠本 宇一郎

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  延壽寺 政昭

 グローバル事業推進本部上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト　部長代  グローバル事業推進本部上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト　上席主

 理兼務  幹兼務  
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 薄板事業部薄板技術部薄板技術室　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  相場 雅次

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  木村 義孝

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務
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 薄板事業部薄板営業部長  薄板事業部電磁鋼板営業部長  繁田 康成

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室長  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室長  各務 美奈子

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室長  加藤 伸一

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　部長代理  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　上席主幹  福島 幸海

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室長  江尻 満

 薄板事業薄板技術部　部長代理兼務  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  大阪支社　部長  立花 伸夫

 大阪支社薄板商品技術室長兼務

  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹兼務  

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  名古屋支店　副支店長  杉田 佳隆

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  東日本　品質管理部長  鈴木 隆昌

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  名古屋　品質管理部長  簗場 康司

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　部長代理兼務  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹  有田 直正

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部長  薄板事業部ブリキ営業部長  三好 忠滿

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部　部長  薄板事業部電磁鋼板営業部　部長  阿部 憲人

 薄板事業部薄板技術部　部長代理兼務  薄板事業部薄板技術部　上席主幹兼務

 棒線事業部　部長代理兼務  九州　棒線部長  松本 斉

 棒線事業部　上席主幹兼務

 棒線事業部　部長代理兼務  東日本　線材部長  澤田 哲

 棒線事業部　上席主幹兼務

 棒線事業部　部長代理兼務  室蘭　棒線部長  倉地 三喜男

 棒線事業部　上席主幹兼務

 棒線事業部　部長代理  名古屋支店　部長  佐藤 武史

  

 棒線事業部　部長代理  室蘭　工程業務部長  服部 心

 

 棒線事業部　部長代理  関係会社部　部長  江嵜 茂太

 関係会社部　部長代理兼務  

 棒線事業部棒線営業部長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室長  髙野 賢一
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 鋼管事業部　部長代理兼務  関西　鋼管部長  木谷 茂

 鋼管事業部　上席主幹兼務
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 鋼管事業部　部長代理兼務  名古屋　鋼管部長  伏見 淳

 鋼管事業部　上席主幹兼務

 鋼管事業部　部長代理兼務  九州　光鋼管部長  稲毛 孝光

 鋼管事業部　上席主幹兼務

 鋼管事業部　上席主幹兼務  

 

 鋼管事業部　部長代理  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹  花田 憲士

  鋼管事業部　上席主幹兼務

 鋼管事業部鋼管企画室長  鋼管事業部鋼管企画部鋼管企画室長  服部 雅行

  

 鋼管事業部鋼管技術部　部長代理  鋼管事業部鋼管技術部　上席主幹  田嶋 淳平

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室長  関西　鋼管商品技術部長  谷田 睦

  鋼管事業部鋼管技術部　上席主幹兼務

 鋼管事業部鋼管営業部長  関西　工程業務部長  福田 真治

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室長  矢野 哲史

  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹兼務

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部　部長代理  鋼管事業部特殊管営業部長  大橋 友行

  

 棒線事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部長  根石 豊

 交通産機品事業部　部長代理兼務  棒線事業部　上席主幹兼務

 交通産機品事業部　上席主幹兼務  

 

 交通産機品事業部　部長代理兼務  関西　交通産機品工程・調達部長  難波 義孝

 交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹兼務

 交通産機品事業部交通産機品技術部長  交通産機品事業部交通産機品企画部長  谷元 伸孝

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室長  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室長  中居 拓自

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部長  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室長  林 秀二

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部　部長代理  交通産機品事業部交通産機品営業部　上席主幹  徳永 智史

  交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹兼務

 交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　上席主幹兼務  

  

 チタン事業部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所材料信頼性研究部長　（技開）尼崎駐在  上村 隆之

 チタン事業部　上席主幹兼務

 チタン事業部　部長代理兼務  関西　型鍛造・産機品製造部長  竹下 幸輝

 関西　型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室長兼務
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  チタン事業部　上席主幹兼務  
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 チタン事業部　部長代理兼務  九州　チタン・ステンレス部長  前原 一慶

 チタン事業部　上席主幹兼務

   

  

 　▽室蘭製鉄所   

  

 室蘭製鉄所　部長代理兼務  技開本部　室蘭技術研究部長  平上 大輔

 室蘭製鉄所　上席主幹兼務

 安全環境防災部　部長代理兼務  総務部長  峰雪 輝史

 安全環境防災部　上席主幹兼務

 工程業務部長  （本社）　棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室長  奥野 大輔

  

 製銑部長  （本社）　製銑技術部　上席主幹  山本 啓司

 （本社）製銑技術部　部長代理兼務  （本社）　デジタル改革推進部　上席主幹兼務

  （本社）　グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上  

  席主幹兼務

   

  

 　▽東日本製鉄所   

  

 東日本製鉄所君津地区副所長  安全環境防災部長  高松 利明

  

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  総務部直江津総務室長  櫻井 和洋

 労働・購買部協力会社連携室　部長代理兼務  労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 （本社）内部統制・監査部　部長代理兼務  労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  

 （本社）　内部統制・監査部　上席主幹兼務

  

 

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  総務部釜石総務室長  平泉 博史

 労働・購買部協力会社連携室　部長代理兼務  労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 （本社）内部統制・監査部　部長代理兼務  労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  

 （本社）　内部統制・監査部　上席主幹兼務

 安全環境防災部長  製鋼部長  金井 達生

  （本社）　製鋼技術部　上席主幹兼務

 安全環境防災部　部長代理兼務  労働・購買部長  竹内 正守

 安全環境防災部　上席主幹兼務

 安全環境防災部環境防災室　部長代理兼務  製銑部製銑技術室長  磯部 誠

 安全環境防災部環境防災室　上席主幹兼務

 生産技術部　部長代理  製鋼部　上席主幹（部長代理）　鹿島駐在  大塚 正俊
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 製鋼部長  （本社）　経営企画部　上席主幹  秦 啓二

 （本社）製鋼技術部　部長代理兼務  （本社）　技術総括部　上席主幹兼務

  （本社）　グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上  

  席主幹兼務

 設備部長  設備部　部長　鹿島駐在  永田 明

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  （本社）　設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備部　部長　鹿島駐在  （本社）　防災推進部　上席主幹  占部 剛

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  （本社）　内部統制・監査部　上席主幹兼務

   

  

 　▽名古屋製鉄所   

  

 名古屋製鉄所　部長代理兼務  技開本部　名古屋技術研究部長  岡本 力

 上席主幹兼務

 工程業務部長  （本社）　薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室長  谷口 明寿

  （本社）　薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹

  兼務  

  

 薄板部　部長代理  薄板部　上席主幹  立石 康博

 生産技術部　部長代理兼務  生産技術部　上席主幹兼務

 設備部長  （本社）　技術総括部設備計画室長  安光 和典

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  （本社）　安全推進部　上席主幹兼務

  （本社）　防災推進部　上席主幹兼務  

  

   

  

 　▽関西製鉄所   

  

 総務部長  （本社）　財務部予算室長  赤松 寿生

  （本社）　安全推進部　上席主幹兼務

  （本社）　防災推進部　上席主幹兼務  

  

 安全環境防災部　部長代理兼務  労働・購買部長  本荘 太郎

 安全環境防災部　上席主幹兼務

 鋼管商品技術部長  生産技術部生産技術室長  中村 茂

 （本社）鋼管事業部鋼管技術部　部長代理兼務  生産技術部ものづくり基盤推進室長兼務

 工程業務部長  （本社）　営業総括部営業総括室長  渡邉 武史

  （本社）　デジタル改革推進部　上席主幹兼務

 形鋼部長  九州　形鋼部長  井上 義典

 （本社）厚板・建材事業部　部長代理兼務  （本社）　建材事業部　上席主幹兼務
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 　▽瀬戸内製鉄所   

  

 瀬戸内製鉄所　部長代理兼務  技開本部　瀬戸内技術研究部長  山﨑 強

 瀬戸内製鉄所　上席主幹兼務

 瀬戸内製鉄所広畑地区副所長  品質管理部長  坂本 康裕

  

 総務部　部長代理　呉駐在  総務部　上席主幹　呉駐在  不破本 浩之

 労働・購買部　部長代理兼務  労働・購買部　上席主幹兼務

 労働・購買部　部長代理　呉駐在  労働・購買部　上席主幹　呉駐在  木村 智明

 総務部　部長代理兼務  総務部　上席主幹兼務

 安全環境防災部長  電磁鋼板部長  難波 英一

  （本社）　薄板事業部　上席主幹兼務

 安全環境防災部　部長代理兼務  労働・購買部長  中島 昭裕

 安全環境防災部　上席主幹兼務

 復職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  藤村 健介

 生産技術部長  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  熊澤 宏之

  

 生産技術部　部長代理　呉駐在  生産技術部　上席主幹　呉駐在  若林 利幸

  

 生産技術部　部長代理  ブリキ部長  山下 雅之

 電磁鋼板部　部長代理兼務  生産技術部　上席主幹兼務

  電磁鋼板部　上席主幹兼務  

  （本社）　薄板事業部　上席主幹兼務

 品質管理部長  品質管理部薄板管理室長  新頭 英俊

  （本社）　薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹兼務

 電磁鋼板部長  電磁鋼板部電磁鋼板工場長  平野 克幸

 （本社）薄板事業部　部長代理兼務  

 設備部長  設備部　部長　呉駐在  迫田 明之

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  （本社）　設備・保全技術センター　上席主幹兼務

 設備部　部長　呉駐在  設備部設備管理室長  坂本 真一

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  

   

  

 　▽九州製鉄所   

  

 九州製鉄所　部長代理兼務  技開本部　九州技術研究部長  藤村 浩志

 九州製鉄所　上席主幹兼務

 安全環境防災部　部長代理兼務  労働・購買部長  内田 秀治

 安全環境防災部　上席主幹兼務
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 生産技術部長  設備部長  嶋田 泰造

  （本社）　設備・保全技術センター　上席主幹兼務
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 品質管理部　部長代理  品質管理部　上席主幹  河添 健一

 棒線部　部長代理兼務  棒線部　上席主幹兼務

 厚板部長  安全環境防災部大分安全健康室長  本田 貴之

 （本社）厚板・建材事業部　部長代理兼務  

 形鋼部長  関西　形鋼部長  小林 玲

 （本社）厚板・建材事業部　部長代理兼務  （本社）　建材事業部　上席主幹兼務

 設備部長  （本社）　エネルギー技術部　上席主幹  喜多 昭仁

 （本社）設備・保全技術センター　部長代理兼務  （本社）　環境部　上席主幹兼務

  （本社）　グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上  

  席主幹兼務

   

  

 　▽技術開発本部   

  

 尼崎研究支援室長  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部長　尼崎駐在  山口 晴生

 技術開発企画部　部長代理兼務  

 鉄鋼研究所　主席研究員  鉄鋼研究所　上席主幹研究員  平田 弘征

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部長  重里 元一

 （本社）厚板・建材事業部　部長代理兼務  （本社）　厚板事業部　上席主幹兼務

 （本社）鋼管事業部　部長代理兼務  （本社）　鋼管事業部　上席主幹兼務  

 

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部長  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員  上西 朗弘

 （本社）薄板事業部　部長代理兼務  

 先端技術研究所　主席研究員  先端技術研究所　上席主幹研究員  飯島 孝

  

 プロセス研究所試験高炉プロジェクト推進部長  プロセス研究所試験高炉プロジェクト推進部　上席主幹  熊岡 尚

  

 プロセス研究所製銑研究部　主席研究員兼務  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部  飯田 洋行

 長

  プロセス研究所製銑研究開発部　上席主幹研究員兼務  

  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部高炉

  原料設備技術室長兼務  

  

 プロセス研究所製鋼研究部　主席研究員兼務  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部  黒木 雅嗣

 長

  プロセス研究所製鋼研究部　上席主幹研究員兼務  

  

 プロセス研究所圧延研究部長  プロセス研究所鋼圧一貫研究部長  中村 洋二

  



P．19
２０２１年３月３日

人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 プロセス研究所圧延研究部　主席研究員兼務  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部  都田 裕

 長

  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員兼務  

  （本社）　薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹兼務

 東日本技術研究部長  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員  中田 匡浩

 東日本製鉄所東日本製鉄所　部長代理兼務  （本社）　薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　上席主幹

  兼務  

  

 関西技術研究部長　尼崎駐在  先端技術研究所基盤メタラジー研究部長　（技開）尼崎駐在  西山 佳孝

 関西製鉄所関西製鉄所　部長代理兼務  

 　▽支社・支店   

  

 大阪支社　部長  （本社）　建材事業部建材営業部土木建材室長  樋口 智基

 大阪支社四国営業所長兼務  

 名古屋支店　部長  （本社）　棒線事業部棒線技術部棒線技術室長  浜田 貴成

  

 復職　  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  奥沢 哲也

 九州支店長  宝鋼日鉄自動車鋼板有限公司出向

   

  

 　▽社外勤務   

  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　部長  佐藤 保徳

 ＮＳＴ日本鉄板㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  竹内 淳

 ＮＳ北海製線㈱出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  東日本　薄板部　上席主幹  岩谷 達雄

 大阪製鐵㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　経営企画部　部長  尾崎 文昭

 大阪製鐵㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部　部  濱田 一生

 北九州エル・エヌ・ジ－㈱出向  長

  （本社）　エネルギー技術部　上席主幹兼務  

  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室長  瀬谷 和彦

 ㈱グリーンパワーインベストメント出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　鋼管事業部鋼管営業部長  西山 肇

 黒崎播磨㈱出向  
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 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  九州支店長  羽鳥 歩

 ㈱スチ－ルセンタ－出向  



P．21
２０２１年３月３日

人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  技開本部　関西技術研究部長　尼崎駐在  原 卓也

 東北大学出向  関西　関西製鉄所　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　棒線事業部　上席主幹  西澤 由紀夫

 日鉄ＳＧワイヤ㈱出向  （本社）　関係会社部　上席主幹兼務

  （本社）　棒線事業部棒線営業部軸受室長兼務  

  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  大阪支社　部長  髙橋 勉

 日鉄建材㈱出向  大阪支社四国営業所長兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　厚板事業部厚板技術部長  本田 祐司

 日鉄神鋼シャーリング㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  技開本部　関西技術研究部　上席主幹研究員　尼崎駐在  田村 憲司

 日鉄精圧品㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  高橋 郁夫

 日鉄総研㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  技開本部　尼崎研究支援室長  内原 正人

 日鉄テクノロジー㈱出向  技開本部　技術開発企画部　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  技開本部　東日本技術研究部長  小嶋 啓達

 日鉄テクノロジー㈱出向  東日本　東日本製鉄所　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部長  斉藤 和明

 日鉄テックスエンジ㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　安全推進部　部長  中島 清幸

 日鉄テックスエンジ㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  瀬戸内　安全環境防災部長  赤澤 良治

 日鉄電磁㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  東日本　東日本製鉄所君津地区副所長  山下 達也

 日鉄ドラム㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  室蘭　生産技術部　上席主幹  篠原 光範

 日鉄ファーストテック㈱出向  （本社）　デジタル改革推進部　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　厚板事業部厚板技術部　上席主幹  堀 裕二

 日鉄物流㈱出向  （本社）　グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　上

  席主幹兼務  

  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  瀬戸内　瀬戸内製鉄所広畑地区副所長  岩本 芳昭

 日鉄物流㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  東日本　生産技術部　上席主幹  馬場 信次

 吉川工業㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  村上 純一

 黒崎播磨㈱出向  ニッポンスチール セールス ベトナム社出向

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  原田 活

 サイアム ティンプレート社出向　兼務  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向
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 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  吉原 敦

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  
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 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　グローバル事業推進本部上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェク  島上 浩二

 宝鋼日鉄自動車鋼板有限公司出向  ト　上席主幹

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  田頭 憲

 ウィーリング　ニッポンスチール社出向  ウィーリング　ニッポンスチール社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  荒井 泰資

  ニッポンスチール　セールス　ベトナム社出向兼務  ニッポンスチール ベトナム社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  加藤 徹

 （財）金属系材料研究開発センター出向  （財）金属系材料研究開発センター出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  富田 健司

 黒崎播磨㈱出向  黒崎播磨㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  浅谷 幸彦

 黒崎播磨㈱出向  黒崎播磨㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  今野 徹哉

 三晃金属工業㈱出向  三晃金属工業㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  長谷川 顕史

 日鉄エンジニアリング㈱出向  日鉄エンジニアリング㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  内田 勇人

 （公財）日本製鉄文化財団出向  （公財）日本製鉄文化財団出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  堀 裕文

 日鉄鋼管㈱出向  日鉄鋼管㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  並木 邦明

 日鉄スチール㈱出向  日鉄スチール㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  服部 善彦

 日鉄精圧品㈱出向  日鉄精圧品㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  山副 広明

 日鉄テクノロジー㈱出向  日鉄テクノロジー㈱出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  佐々木 勉

 （一社）日本鉄鋼協会出向  （一社）日本鉄鋼協会出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  井床 伸治

 ウジミナス社出向  ウジミナス社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  鈴村 修宏

 ウニガル社出向  ウニガル社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  武南 勲

 エヌエス ブルースコープ社出向  エヌエス ブルースコープ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  油井 正弘

 クラカタウ ニッポンスチール シナジー社出向  クラカタウ ニッポンスチール シナジー社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  野村 芳一

 サイアム ティンプレート社出向  サイアム ティンプレート社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  松永 淳一

 ＪＣＡＰＣＰＬ社出向  ＪＣＡＰＣＰＬ社出向
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人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  堀 賀郎

 スタンダード スチール社出向  スタンダード スチール社出向
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人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  沖 重明

 チャイナスチール & ニッポンスチール  ベトナム ジョイント  チャイナスチール & ニッポンスチール  ベトナム ジョイント

 ストック社出向  ストック社出向  

  

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  大沢 隆

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ メキシコ社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ メキシコ社）出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  松尾 周臣

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ メキシコ社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ メキシコ社）出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  河野 哲秀

 日鉄冷圧鋼線(蘇州)有限公司出向  日鉄冷圧鋼線(蘇州)有限公司出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  光本 泰造

 ニッポンスチール インドネシア社出向  ニッポンスチール インドネシア社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  鴇田 圭史

 ニッポンスチール スパイラル パイプ ベトナム社出向  ニッポンスチール スパイラル パイプ ベトナム社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  田尻 裕造

 ニッポンスチール インド社出向  ニッポンスチール インド社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  蝦名 博志

 ニッポンスチール インド社出向  ニッポンスチール インド社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  毛利 具仁

 ニッポンスチール オーストラリア社出向  ニッポンスチール オーストラリア社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  秋山 雄一

 ニッポンスチール ブラジル社出向  ニッポンスチール ブラジル社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  中野 啓眞

 ニッポンスチール ベトナム社出向  ニッポンスチール ベトナム社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  西山 史一

 ニッポンスチール ノースアメリカ社出向  ニッポンスチール ノースアメリカ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  小倉 智彦

 ニッポンスチール ノースアメリカ社出向  ニッポンスチール ノースアメリカ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  肥田 安雄

 ニッポンスチール インテグレーテッド クランクシャフト社出向  ニッポンスチール インテグレーテッド クランクシャフト社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  木村 英興

 ニッポンスチール コールド ヘッディング ワイヤ インディアナ社出向  ニッポンスチール コールド ヘッディング ワイヤ インディアナ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  佐野 直幸

 ニッポンスチール ヨーロッパ社出向  ニッポンスチール ヨーロッパ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  奥村 彰規

 ニッポンスチール ヨーロッパ社出向  ニッポンスチール ヨーロッパ社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  菊池 英文

 武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司出向  武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  近松 幸士郎

 宝鋼日鉄自動車鋼板有限公司出向  宝鋼日鉄自動車鋼板有限公司出向
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人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  森川 誉浩

 アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向  アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向
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人事異動報　　第 1 号  ２０２１年　４月　１日付 日本製鉄株式会社

新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  中村 新吾

 アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向  アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  吉見 学

 アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向  アルセロールミッタル　ニッポンスチール　インディア社出向

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  岡本 和実

 ラティヌサ社出向  ラティヌサ社出向


