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人事異動報　　第 2 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

 □マネジメントグループ   

  

 　▽（本社）   

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室　部長代理  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　上席主幹  土橋 健

 総合政策研究所派遣  総合政策研究所派遣

 総務部秘書室秘書課　部長代理  総務部秘書室　主幹　東京商工会議所派遣  林 謙志

 東京商工会議所派遣  

 経営企画部　部長代理  経営企画部　上席主幹  草野 泰和

  

 経営企画部　部長代理  経営企画部　上席主幹  安達 広明

 総務部広報センター　部長代理兼務  総務部広報センター　上席主幹兼務

 経営企画部　部長代理  技術総括部技術総括室長  桂 直之

 技術総括部　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インド一貫製鉄プロジェクト　部長代理兼務  デジタル改革推進部　上席主幹兼務  

 

 経営企画部　部長代理  経営企画部　上席主幹  吉村 公登

  

 経営企画部　部長代理  経営企画部　主幹  日野 崇史

  

 経営企画部　上席主幹  経営企画部　主幹  伊藤 高志

 技術総括部　上席主幹兼務  技術総括部　主幹兼務

 経営企画部　上席主幹  経営企画部　主幹  蟹江 智文

 技術総括部　上席主幹兼務  技術総括部　主幹兼務

 経営企画部　上席主幹  経営企画部　主幹  橋本 英賢

 技術総括部　上席主幹兼務  技術総括部　主幹兼務

 経営企画部　上席主幹  経営企画部　主幹  川上 博己

 技術総括部　上席主幹兼務  技術総括部　主幹兼務

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  古橋 耕仁

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  河村 宏之

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  島田 秀彦

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  中田 康浩

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  安西 浩一郎

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  石丸 隆章

  

 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  渡邊 崇
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 関係会社部　部長代理  関係会社部　上席主幹  友田 隆弘

  

 関係会社部　上席主幹  関係会社部　主幹  後藤 洋

  

 関係会社部　上席主幹  関係会社部　主幹  山崎 智彦

  

 関係会社部　上席主幹  東日本　総務部経理室長  扇 孝行

  

 財務部　部長代理  財務部　上席主幹  高橋 昭博

  

 財務部　部長代理  財務部　上席主幹  合間 篤史

 財務部財務総括室　部長代理兼務  財務部財務総括室海外財務課　上席主幹兼務

 財務部　部長代理  財務部　上席主幹  堤 浩二

 総務部　部長代理兼務  

 デジタル改革推進部　部長代理兼務   

  

 財務部財務総括室財務総括課長  財務部財務総括室　主幹  波多野 崇

  

 財務部財務総括室財務計画課長  財務部財務総括室　主幹  藤井 玲有

  

 財務部財務総括室設備予算課長  財務部財務総括室　主幹  木村 智彦

  

 財務部財務総括室財務総括課　部長代理  財務部財務総括室　主幹  里村 昌哉

  

 財務部財務総括室財務総括課　上席主幹  財務部財務総括室　主幹  西田 美和子

  

 財務部財務総括室財務総括課　主幹  財務部財務総括室　主幹  山内 浩和

  

 財務部財務総括室財務総括課　主幹  財務部財務総括室　主幹  植野 光一郎

  

 財務部財務総括室財務計画課　主幹  財務部財務総括室　主査  西川 智之

  

 財務部財務総括室設備予算課　主幹  財務部財務総括室　主幹  松土 大介

  

 財務部財務総括室設備予算課　主幹  財務部財務総括室　主査  葛谷 翔

  

 財務部財務総括室海外財務課　部長代理  財務部財務総括室海外財務課　上席主幹  戸谷 紀和

  

 財務部財務総括室海外財務課　上席主幹  財務部財務総括室海外財務課　主幹  川辺 憲久
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 財務部予算室長  財務部決算室長  小川 善平

 安全推進部　上席主幹兼務  

 防災推進部　上席主幹兼務

 財務部予算室経常予算課長  財務部予算室　主査  中村 昌平

  

 財務部予算室収益企画課長  財務部予算室　主幹  吉村 祐樹

  

 財務部予算室原価調査課長  財務部予算室　主幹  小野 真治

  

 財務部予算室経常予算課　主幹  財務部予算室　主幹  木全 徳之

  

 財務部予算室原価調査課　主幹  財務部予算室　主幹  大八木 孝真

  

 財務部決算室長  東日本　総務部財務室　主幹　鹿島駐在  松本 道彰

  

 財務部決算室決算総括課長  財務部決算室　主幹  藤井 一之伸

  

 財務部決算室連結決算課長  財務部決算室　主幹  佐藤 康元

  

 財務部決算室単独決算課長  財務部決算室　主査  菅 幸一郎

  

 財務部決算室決算総括課　主幹  財務部決算室　主幹  林 憲太郎

  

 財務部決算室連結決算課　主幹  財務部決算室　主査  高橋 希久生

  

 財務部決算室単独決算課　主幹  財務部決算室　主幹  鳥居原 武史

  

 財務部決算室税務課　上席主幹  財務部決算室税務課　主幹  山崎 正弘

  

 財務部資金室年金課長兼務  財務部資金室長  貞利 吉彦

  

 財務部資金室ファイナンス課長  財務部資金室　主幹  中村 昌弘

  

 財務部資金室ファイナンス課　主幹  財務部資金室　主査  矢代 智彦

  

 財務部資金室年金課　主幹  財務部資金室　主幹  番場 優

  

 財務部資金室出納課　上席主幹  財務部資金室出納課　主幹  田中 俊明

  

 財務部ＩＲ室　部長代理  財務部ＩＲ室　上席主幹  荒木 克典

 総務部広報センター　部長代理兼務  総務部広報センター　上席主幹兼務
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 財務部ＩＲ室　部長代理  財務部ＩＲ室　上席主幹  宮原 公彦

 財務部財務総括室　部長代理兼務  財務部財務総括室海外財務課　上席主幹兼務

 総務部広報センター　部長代理兼務  総務部広報センター　上席主幹兼務  

 

 総務部　部長代理兼務  九州　総務部八幡庶務室長  江口 悟

 総務部　上席主幹兼務

 総務部　部長代理兼務  東日本　総務部君津庶務室長  小関 常雄

 総務部　上席主幹兼務

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  水口 利彦

 総務部総務室　部長代理兼務  総務部総務室　上席主幹兼務

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  鈴木 寿哉

  

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  鷹尾 泰伸

 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　上席主幹兼務  大阪支社総務室長  和田 謙也

  総務部　主幹兼務

 総務部秘書室秘書課長  原料第二部鉱石第二室　主幹  林 剛志

  原料第二部鉱石第一室　主幹兼務

 総務部秘書室秘書業務課長  総務部秘書室　主幹  武田 勉

  

 総務部秘書室秘書課　主幹  総務部秘書室　主幹  柴山 陽平

  

 総務部秘書室秘書課　主幹  総務部秘書室　主幹  相馬 太郎

  

 総務部秘書室秘書課　主幹  総務部秘書室　主幹  林 太郎

  

 総務部広報センター報道課長  総務部広報センター　上席主幹  鈴木 聖人

 環境部　部長代理兼務  環境部　上席主幹兼務

 総務部広報センター制作課長  総務部広報センター　上席主幹  小森 一也

  

 総務部広報センター報道課　部長代理  総務部広報センター　上席主幹  吉住 剛

  

 総務部広報センター報道課　上席主幹  総務部広報センター　主幹  津山 佳代

  

 総務部広報センター制作課　主幹  総務部広報センター　主幹  蓮沼 優美子

  

 総務部総務室　上席主幹  総務部　主幹  村下 弥央

  

 総務部総務室総務・組織課長  総務部総務室　主幹  伊賀 真文

 グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　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　主幹兼務
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 総務部総務室株式・開示課長  総務部総務室　主幹  神戸 信也

  

 総務部総務室総務・組織課　主幹  総務部総務室　主幹  平部 智俊

  

 総務部総務室株式・開示課　上席主幹  総務部総務室　主幹  永松 才寛

  

 総務部庶務室庶務課長  総務部庶務室　上席主幹  倉元 伸吾

  

 総務部庶務室不動産課長  総務部庶務室　主幹  上嶋 賢治

  

 法務部国内法務室　部長代理  法務部　上席主幹  住井 豊

  

 法務部国内法務室国内法務第一課長  法務部国内法務室　主幹  小熊 武彦

  

 法務部国内法務室国内法務第二課長  法務部国内法務室　主幹  後山 幸介

  

 法務部国内法務室コーポレート法務課長  法務部　主幹  三崎 博司

  

 法務部国内法務室国内法務第一課　主幹  法務部国内法務室　主幹  千葉 修平

  

 法務部国際法務室　部長代理  法務部国際法務室　上席主幹  松前 敬一郎

  

 法務部国際法務室国際法務第一課長  法務部国際法務室　主幹  高崎 久弥子

  

 法務部国際法務室国際法務第二課長  法務部国際法務室　主幹  村田 幹根

  

 法務部国際法務室国際法務第一課　主幹  法務部国際法務室　主幹  伊藤 陽子

  

 法務部国際法務室国際法務第一課　主幹  法務部国際法務室　主幹  春田 洋太郎

  

 法務部国際法務室国際法務第二課　主幹  法務部国際法務室　主幹  杉村 昌紀

  

 関西製鉄所労働・購買部協力会社連携室　部長代理兼務  関西　総務部製鋼所総務室長  川畑 俊一郎

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

  内部統制・監査部　上席主幹兼務  

  

 内部統制・監査部　部長代理  内部統制・監査部　上席主幹  三宅 裕貴

  

 内部統制・監査部　部長代理  内部統制・監査部　上席主幹  塩見 泰二

  

 内部統制・監査部　部長代理  内部統制・監査部　上席主幹  平野 和央
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 内部統制・監査部　部長代理  内部統制・監査部　上席主幹  村上 正史

  

 内部統制・監査部　部長代理  内部統制・監査部　上席主幹  梅森 健太郎

  

 内部統制・監査部　上席主幹兼務  九州　総務部人事総務室長  福田 浩司

 内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　上席主幹兼務  技開本部　技術開発企画部総務室長  石濱 吉郎

 内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　上席主幹兼務  東日本　総務部人事総務室長  香川 昌範

 内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　上席主幹兼務  名古屋　総務部人事総務室長  有村 智朗

 内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　上席主幹兼務  瀬戸内　総務部人事総務室長  小野寺 良二

  内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　部長代理兼務  室蘭　総務部人事総務室長  上西 邦和

 内部統制・監査部　主幹兼務

 内部統制・監査部　上席主幹  内部統制・監査部　主幹  田村 直久

  

 内部統制・監査部　上席主幹  内部統制・監査部　主幹  松村 竜一

  

 内部統制・監査部　上席主幹  内部統制・監査部　主幹  勇野 英三

  

 内部統制・監査部　上席主幹  内部統制・監査部　主幹  中原 祐二

  

 内部統制・監査部　上席主幹  内部統制・監査部　主幹  藤井 正紀

  

 内部統制・監査部　主幹  内部統制・監査部　主査  西浦 楠夫

  

 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  小宮 直人

 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

 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  岡田 淳司

 設備・保全技術センターシステム制御技術部　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　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  小嵐 慶一

 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

 デジタル改革推進部　上席主幹  デジタル改革推進部　主幹  佐々木 智之

  

 デジタル改革推進部　主幹  東日本　設備部君津冷延めっき整備室冷延めっき電計整備課長  中山 寛人

  

 情報システム部情報システム総括室　上席主幹  情報システム部総括室　主幹  土屋 亨
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 情報システム部情報システム戦略企画・管理室長  室蘭　生産技術部システム室長  桐石 俊幸

 情報システム部情報システム戦略企画・管理室システム監査課長兼務  情報システム部　上席主幹兼務

 デジタル改革推進部　部長代理兼務   

  

 情報システム部情報システム戦略企画・管理室システム監査課　主幹  情報システム部情報システム戦略企画・管理室　主幹  牧野 宏

  

 情報システム部情報システム企画第一室一般管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第一室長  福島 陽

 長兼務  

 情報システム部情報システム企画第一室営業アプリケーション課長  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  冨田 尚宏

  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹兼務

 情報システム部情報システム企画第一室一般管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  髙木 経二朗

 上席主幹  

 情報システム部情報システム企画第一室一般管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  満谷 美正

 主幹  

 情報システム部情報システム企画第一室一般管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  鈴木 圭一

 主幹  

 情報システム部情報システム企画第一室営業アプリケーション課　上  情報システム部情報システム企画第一室　主幹　  饗庭 将公

 席主幹  

 情報システム部情報システム企画第一室営業アプリケーション課　主  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  安部 義彦

 幹  

 情報システム部情報システム企画第一室営業アプリケーション課　主  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  石井 誠一

 幹  

 情報システム部情報システム企画第一室営業アプリケーション課　主  情報システム部情報システム企画第一室　主幹  高橋 良和

 幹  厚板事業部厚板企画室　主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室　主幹兼務   

  

 情報システム部情報システム企画第二室　主幹兼務  デジタル改革推進部　主幹  森田 幾太郎

  

 情報システム部情報システム企画第二室生産管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第二室　主幹  森田 朗

 長  

 情報システム部情報システム企画第二室ＡＩソリューション課長  情報システム部情報システム企画第二室　主幹  綱嶋 靖之

  

 情報システム部情報システム企画第二室生産管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第二室　主幹  菅野 洋和

 主幹  

 情報システム部情報システム企画第二室生産管理アプリケーション課  情報システム部情報システム企画第二室　主査  西村 拓也

 主幹  物流部物流企画室　主査兼務

 物流部物流企画室　主幹兼務   

  

 情報システム部情報システム基盤企画室インフラ・セキュリティ課長  情報システム部情報システム基盤企画室　主幹  峯岸 秀樹

  

 情報システム部情報システム基盤企画室インフラ・セキュリティ課　  情報システム部情報システム基盤企画室　主幹  岩﨑 貞司

 上席主幹  
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 情報システム部室蘭システム室長  名古屋　生産技術部システム室長  白砂 修一

 室蘭製鉄所生産技術部　上席主幹兼務  情報システム部　主幹兼務

 情報システム部室蘭システム室　主幹  室蘭　生産技術部システム室　主幹  浦上 武久

  

 情報システム部東日本システム室長  東日本　生産技術部システム室長  杉山 真義

 東日本製鉄所生産技術部　上席主幹兼務  情報システム部　主幹兼務

 情報システム部東日本システム室　上席主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹  古川 裕之

  

 情報システム部東日本システム室　主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹  伊藤 朋之

  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第一課長  東日本　生産技術部システム室　主査  枚田 優人

  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第二課長  東日本　生産技術部システム室　主査  西村 亮一

  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第一課　上席主  東日本　生産技術部システム室　主幹　鹿島駐在  倉島 優

 幹　鹿島駐在  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第一課　主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹　鹿島駐在  津田 昌也

 鹿島駐在  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第一課　主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹  吾郷 正俊

  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第二課　主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹  平野 克視

  

 情報システム部東日本システム室東日本システム企画第二課　主幹  東日本　生産技術部システム室　主幹　鹿島駐在  宮本 正和

 鹿島駐在  情報システム部情報システム企画第二室　主幹兼務

 情報システム部名古屋システム室長　名古屋駐在  情報システム部情報システム戦略企画・管理室　上席主幹  影山 優

 名古屋製鉄所生産技術部　部長代理兼務  

 情報システム部名古屋システム室名古屋システム企画第一課長  名古屋　生産技術部システム室　主幹  相浦 守幸

  

 情報システム部名古屋システム室名古屋システム企画第二課長  名古屋　生産技術部システム室　主幹  早川 京助

 名古屋製鉄所工程業務部工程企画室　主幹兼務  名古屋　工程業務部工程企画室　主幹兼務

 情報システム部名古屋システム室名古屋システム企画第一課　上席主  名古屋　生産技術部システム室　主幹  重久 大輔

 幹  

 情報システム部名古屋システム室名古屋システム企画第一課　主幹  名古屋　生産技術部システム室　主幹  小島 康史

 情報システム部情報システム企画第二室　主幹兼務  

 デジタル改革推進部　主幹兼務   

  

 情報システム部関西システム室長  関西　生産技術部システム室長  長坂 健太郎

 関西製鉄所生産技術部　上席主幹兼務  情報システム部　主幹兼務

 情報システム部関西システム室関西システム企画第一課長  関西　生産技術部システム室　主幹  清水 重広

 関西製鉄所生産技術部生産技術室　主幹兼務  

 情報システム部関西システム室関西システム企画第二課長  関西　生産技術部システム室　主幹  内藤 英次郎
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 情報システム部関西システム室関西システム企画第一課　主幹  関西　生産技術部システム室　主幹  上田 昌弘

  

 情報システム部関西システム室関西システム企画第一課　主幹  関西　生産技術部システム室　主幹  岩井 重典

  

 情報システム部瀬戸内システム室長  瀬戸内　生産技術部システム室長  立山 貴久

 瀬戸内製鉄所生産技術部　部長代理兼務  情報システム部　上席主幹兼務

 情報システム部瀬戸内システム室　部長代理　堺駐在  瀬戸内　生産技術部システム室　上席主幹　堺駐在  関戸 雅司

  

 情報システム部瀬戸内システム室　主幹　呉駐在  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹　呉駐在  山田 浩己

  

 情報システム部瀬戸内システム室　主幹  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹  出石 琢夫

 瀬戸内製鉄所生産技術部生産技術室　主幹兼務  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第一課長  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹  神村 俊秀

  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第二課長  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹　堺駐在  越前 博文

 堺駐在  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第一課　上席主  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹  熊谷 要司

 幹  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第一課　主幹  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹  佐藤 健一

  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第二課　主幹  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹　堺駐在  﨑重 孝治

 堺駐在  

 情報システム部瀬戸内システム室瀬戸内システム企画第二課　主幹  瀬戸内　生産技術部システム室　主幹　堺駐在  岡田 卓

 堺駐在  

 情報システム部九州システム室長  九州　生産技術部システム室長  岡田 慎哉

 九州製鉄所生産技術部　上席主幹兼務  情報システム部　主幹兼務

 情報システム部九州システム室　上席主幹  九州　生産技術部システム室　主幹  油布 正直

  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第一課長　大分駐在  九州　生産技術部システム室　主幹　大分駐在  石井 義人

  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第二課長  九州　生産技術部システム室　主幹  莇 益和

  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第一課　主幹  九州　生産技術部システム室　主幹  大庭 巧

 情報システム部情報システム総括室　主幹兼務  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第一課　主幹  九州　生産技術部システム室　主幹　大分駐在  本村 治則

 大分駐在  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第一課　主幹  九州　生産技術部システム室　主査  中嶋 文彦

  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第二課　主幹  九州　生産技術部システム室　主幹　大分駐在  山下 隆志

 大分駐在  

 情報システム部九州システム室九州システム企画第二課　主幹  九州　生産技術部システム室　主査  中松 智昭
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 人事労政部人事室　部長代理  人事労政部人事室　上席主幹  池田 貴紀

  

 人事労政部人事室　部長代理  人事労政部人事室　上席主幹  金内 悟

  

 人事労政部人事室　上席主幹  人事労政部人事室　主幹  石川 貴裕

  

 人事労政部人事室　上席主幹  人事労政部人事室　主幹  任田 有孝

  

 人事労政部人事室人事課長  人事労政部人事室　主幹  櫻井 一成

  

 人事労政部人事室人事業務課長  人事労政部人事室　上席主幹  青木 豊二

  

 人事労政部人事室人事課　主幹  人事労政部人事室　主幹  児玉 豪太

  

 人事労政部人事室人事課　主幹  人事労政部人事室　主査  佐々木 彩子

  

 人事労政部人事室人事業務課　上席主幹  人事労政部人事室　主幹  星野 正浩

  

 人事労政部人材開発室能力開発課長  人事労政部人材開発室　主幹  村上 亮平

  

 人事労政部人材開発室採用課長  人事労政部人材開発室　主幹  板谷 幸司

  

 人事労政部人材開発室能力開発課　上席主幹  人事労政部人材開発室　主幹  前田 大介

  

 人事労政部人材開発室採用課　主幹  人事労政部人材開発室　主幹  坂本 佳子

  

 人事労政部人事・直協連携企画室制度企画課長  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  水原 琢弥

  

 人事労政部人事・直協連携企画室労働人事課長  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  日野 雅章

  

 人事労政部人事・直協連携企画室直協連携企画課長  人事労政部人事・直協連携企画室　上席主幹  野間 憲吾

 人事労政部直協雇用対策推進室　部長代理兼務  人事労政部直協雇用対策推進室　上席主幹兼務

 人事労政部人事・直協連携企画室給与・システム企画課長  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  石野 将英

  

 人事労政部人事・直協連携企画室制度企画課　主幹  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  河本 悠

  

 人事労政部人事・直協連携企画室直協連携企画課　上席主幹  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  萱苗 博之

  

 人事労政部人事・直協連携企画室直協連携企画課　主幹  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  小川 清孝

  

 人事労政部人事・直協連携企画室直協連携企画課　主幹  人事労政部人事・直協連携企画室　主幹  三木 健司
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 人事労政部人事・直協連携企画室直協連携企画課　主幹  東日本　設備部設備管理室　主幹  小坂元 学

 東日本　生産技術部生産技術室　主幹兼務

 人事労政部労政室　主幹  人事労政部労政室　主査  八坂 啓之

 人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  人事労政部人事・直協連携企画室　主査兼務

 人事労政部労政室厚生企画課長  人事労政部労政室　主幹  秋田 博康

  

 人事労政部労政室厚生課長  人事労政部労政室　上席主幹  岡泉 茂

  

 人事労政部直協雇用対策推進室　部長代理  人事労政部直協雇用対策推進室　上席主幹  宮脇 治幸

 人事労政部人事・直協連携企画室　部長代理兼務  人事労政部人事・直協連携企画室　上席主幹兼務

 人事労政部直協雇用対策推進室　上席主幹  人事労政部直協雇用対策推進室　主幹  松村 太郎

  

 人事労政部直協雇用対策推進室　上席主幹  人事労政部直協雇用対策推進室　主幹  森谷 純一

  

 人事労政部直協雇用対策推進室　主幹  人事労政部直協雇用対策推進室　主査  西山 裕司

 人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  人事労政部人事・直協連携企画室　主査兼務

 人事労政部健康推進室　部長代理  人事労政部健康推進室　上席主幹  清水 靖仁

  

 人事労政部健康推進室　部長代理  人事労政部健康推進室　上席主幹  秋葉 史人

  

 人事労政部健康推進室　上席主幹  人事労政部健康推進室　主幹  町田 朋絵

  

 人事労政部健康推進室　上席主幹  人事労政部健康推進室　主幹  髙久 理枝

  

 人事労政部健康推進室健康推進企画調整課長  人事労政部健康推進室　主幹  瀧口 好三

  

 人事労政部健康推進室健康推進企画調整課　上席主幹  人事労政部健康推進室　主幹  中喜多 実

  

 人事労政部　主幹　ドイツ留学  人事労政部　主査　ドイツ留学  楞川 祥太郎

  

 人事労政部　主幹　米国留学  人事労政部　主査　米国留学  竹島 将太

  

 人事労政部　主幹　英国留学  人事労政部　主査　英国留学  渡邉 雅彦

  

 環境部　部長代理  環境部　上席主幹  堂野前 等

  

 環境部　部長代理  環境部　上席主幹  木村 武

 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  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  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  

  

 環境部　部長代理  環境部　上席主幹  御福 浩樹
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 環境部　部長代理  環境部　上席主幹  小杉 健

  

 環境部　上席主幹  環境部　主幹  永井 徹

  

 環境部　上席主幹  環境部　主幹  丸山 雅志

  

 環境部　上席主幹  環境部　主幹  下重 智

  

 知的財産部　上席主幹  知的財産部　主幹  奥村 恭司

  

 知的財産部知的財産企画管理室　部長代理兼務  知的財産部知的財産法務室長  矢田部 英爾

 法務部　部長代理兼務  法務部　上席主幹兼務

 知的財産部知的財産企画管理室　上席主幹兼務  

 

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　上席主幹  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  山本 雅也

  知的財産部知的財産戦略室　主幹兼務

 知的財産部知的財産企画管理室　部長代理  知的財産部知的財産企画管理室　上席主幹  関 義朗

  

 知的財産部知的財産企画管理室知財企画課長  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  竹林 聖記

  

 知的財産部知的財産企画管理室知財業務課長  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  白池 信義

 知的財産部知的財産戦略室　主幹兼務

 知的財産部知的財産企画管理室知財企画課　上席主幹  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  中野 晃

  

 知的財産部知的財産企画管理室知財企画課　主幹  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  宮本 美智雄

 知的財産部知的財産戦略室　主幹兼務

 知的財産部知的財産企画管理室知財企画課　主幹  知的財産部知的財産企画管理室　主幹  平間 潤

  

 知的財産部知的財産法務室　部長代理兼務  知的財産部知的財産企画管理室長  笹原 真理子

 知的財産部知的財産法務室　上席主幹兼務

 知的財産部知的財産法務室　部長代理  知的財産部知的財産法務室　上席主幹  徳田 俊之

  

 知的財産部知的財産法務室知財法務第一課長  法務部国際法務室　主幹  東 貴裕

 知的財産部知的財産企画管理室　上席主幹兼務  

 法務部国際法務室　上席主幹兼務   

  

 知的財産部知的財産法務室知財法務第二課　主幹  知的財産部知的財産法務室　主幹  本間 久遠

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課長兼務  知的財産部知的財産戦略室長  柳瀬 敏宏

  

 知的財産部知的財産戦略室知財戦略企画課長  知的財産部知的財産戦略室　主幹  池澤 弘之
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 知的財産部知的財産戦略室知財戦略企画課　上席主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  折田 政文

 知的財産部知的財産企画管理室　上席主幹兼務  

 知的財産部知的財産戦略室知財戦略企画課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  内田 光俊

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　部長代理  知的財産部知的財産戦略室　上席主幹  中川 浩行

 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　上席主幹兼務

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　部長代理  技開本部　九州技術研究部　上席主幹研究員  布田 雅裕

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　上席主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  渡邊 極

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  守田 芳和

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  小菅 健司

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部　主幹兼務  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  大藤 善弘

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主幹  三瓶 均

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主査  奥 洋介

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産戦略室　主査  野崎 祐志

  

 知的財産部知的財産戦略室分野知財戦略課　主幹  知的財産部知的財産企画管理室　主査  工藤 健太郎

 知的財産部知的財産企画管理室　主幹兼務  知的財産部知的財産戦略室　主査兼務

 安全推進部　部長代理兼務  人事労政部人事・直協連携企画室長  笹田 和幸

 安全推進部　主幹兼務

 安全推進部　部長代理兼務  財務部財務総括室長  中根 良太

 防災推進部　部長代理兼務  安全推進部　上席主幹兼務

 防災推進部　上席主幹兼務  

 

 安全推進部　部長代理兼務  東日本　安全環境防災部安全健康室長  木村 欣晃

 安全推進部　上席主幹兼務

 安全推進部　部長代理兼務  瀬戸内　安全環境防災部安全健康室長  加藤 久佳

  安全推進部　上席主幹兼務

 安全推進部　部長代理兼務  関西　安全環境防災部安全健康室長  辰己 斉正

  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  佐野 嘉一

  

 安全推進部　上席主幹兼務  九州　安全環境防災部安全健康室長  田中 篤史

 安全推進部　主幹兼務

 安全推進部　上席主幹兼務  室蘭　安全環境防災部安全健康室長  中嶋 正人

 安全推進部　主幹兼務
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 防災推進部　部長代理兼務  九州　安全環境防災部環境防災室長  遠藤 岳二

 防災推進部　上席主幹兼務

 防災推進部　部長代理兼務  名古屋　安全環境防災部環境防災室長  山口 純

 防災推進部　上席主幹兼務

 防災推進部　部長代理  防災推進部　上席主幹  石丸 善男

 内部統制・監査部　部長代理兼務  環境部　上席主幹兼務

 環境部　部長代理兼務

 防災推進部　上席主幹兼務  関西　安全環境防災部環境防災室長  橋本 昌樹

  防災推進部　主幹兼務

 防災推進部　上席主幹  防災推進部　主幹  遠原 直樹

  

 防災推進部　上席主幹  防災推進部　主幹  山本 政樹

  

 防災推進部　上席主幹  瀬戸内　生産技術部生産技術室　主幹  八木 恒

  瀬戸内　生産技術部設備計画室　主幹兼務

 技術総括部技術総括室長  東日本　生産技術部生産技術室　上席主幹　鹿島駐在  原田 拓也

 内部統制・監査部　部長代理兼務  

 デジタル改革推進部　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  

 技術総括部技術総括室技術総括企画調整課長  技術総括部技術総括室　主幹  豊原 伸悟

  

 技術総括部技術総括室技術企画課長  技術総括部技術総括室　主幹  松田 泰三

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

 技術総括部技術総括室技術企画課　主幹  技術総括部技術総括室　主幹  及川 雅史

  

 技術総括部一貫最適化推進室　部長代理  技術総括部一貫最適化推進室　上席主幹  小林 尊道

 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

 技術総括部一貫最適化推進室　上席主幹  技術総括部一貫最適化推進室　主幹  長嶋 政樹

 製鋼技術部　上席主幹兼務  製鋼技術部　主幹兼務

 技術総括部一貫最適化推進室　主幹  瀬戸内　品質管理部阪神薄板管理室長  山内 学

  瀬戸内　品質管理部一貫管理室　主幹兼務

  瀬戸内　品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　主幹兼務  

  

 技術総括部設備計画室　部長代理  技術総括部設備計画室　上席主幹  丸山 尚士

  

 技術総括部設備計画室　部長代理  技術総括部設備計画室　主幹  佐藤 純樹

  

 技術総括部設備計画室　上席主幹  技術総括部設備計画室　主幹  松本 充弘

 設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　上席主幹兼  設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　主幹兼務

 務   
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 技術総括部設備計画室　上席主幹  東日本　薄板部鹿島熱延工場長  益子 悟

  

 技術総括部設備計画室　主幹  名古屋　製銑部製銑技術室　主幹  山本 圭介

  

 技術総括部生産計画室　上席主幹  技術総括部生産計画室　主幹  中嶋 剛司

  

 品質保証部　部長代理兼務  名古屋　品質管理部品質保証室長  平田 雅裕

 品質保証部　上席主幹兼務

 品質保証部　部長代理兼務  九州　品質管理部品質保証室長  西島 克志

 品質保証部　上席主幹兼務

 品質保証部　部長代理  品質保証部　上席主幹  井上 肇

 内部統制・監査部　部長代理兼務  内部統制・監査部　上席主幹兼務

 品質保証部　部長代理  品質保証部　上席主幹  松本 聡

  

 品質保証部　上席主幹兼務  関西　品質管理部品質保証室長  伊藤 雄人

  品質保証部　主幹兼務

 品質保証部　上席主幹兼務  東日本　品質管理部品質保証室長  深水 秀範

 品質保証部　主幹兼務

 品質保証部　上席主幹  品質保証部　主幹  仙田 俊雄

  

 品質保証部　上席主幹  品質保証部　主幹  武藤 章史

  

 設備・保全技術センター設備保全企画部　部長代理  設備・保全技術センター設備保全企画部　上席主幹  中治 智博

 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

 設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　部長代理  設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　上席主幹  小鯛 俊也

 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

 人事労政部人事・直協連携企画室　部長代理兼務  人事労政部人事・直協連携企画室　上席主幹兼務  

 技術総括部設備計画室　部長代理兼務  技術総括部設備計画室　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　部長代理  設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　上席主幹  筒井 浩之

  

 設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　上席主幹  設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　主幹  山本 亮二

  

 設備・保全技術センター設備保全企画部設備保全企画室　上席主幹  関西　設備部製銑整備室製銑機械整備課長  佐藤 直樹

  

 設備・保全技術センター設備保全企画部機械保全技術室　主幹  設備・保全技術センター設備保全企画部機械保全技術室　主査  田谷 貴男

  

 設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室電計保全  設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹  田岡 洋

 技術課長  

 設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室電磁プロ  設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹  大杉 保郎

 セスソリューション課長  技開本部　プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員兼務

 技術開発本部プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューシ   

 ョン研究室　主幹研究員兼務  
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 設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室電計保全  設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹  土川 浩史

 技術課　主幹  

 設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室電計保全  設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹  廣中 史彦

 技術課　主幹  

 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  清末 考範

 安全推進部　部長代理兼務  安全推進部　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設備技術企画室  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  喜多 正志

 部長代理　富津駐在  　上席主幹　富津駐在

 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  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  佐伯 憲一

 部長代理　富津駐在  　上席主幹　富津駐在

 デジタル改革推進部　部長代理兼務   

  

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部設備技術企画室  九州　設備部大分薄板整備室長  國分 誠栄

 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設備技術企画室  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  鈴木 大

 上席主幹  　主幹

 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  設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　主幹  辻本 恭平

 上席主幹  

 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  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  山口 敦史

 主幹　富津駐在  　主査　富津駐在

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部ＦＡエンジニア  室蘭　設備部機械技術室　主幹  小林 信太郎

 リング室ＦＡエンジニアリング課長  

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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設備技術室  原 邦人

 長  　主幹

  室蘭　設備部　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製銑設備技術室  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  吉川 政秀

 部長代理  術室　上席主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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設備技術室  森 賢治

 上席主幹  　主幹

 名古屋製鉄所設備部　上席主幹兼務  名古屋　設備部　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製銑設備技術室  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設備技術室  伊原 国生

 上席主幹  　主幹

  室蘭　設備部　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製銑設備技術室  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  河南 暢剛

 主幹  術室　主幹

 九州製鉄所設備部　主幹兼務  九州　設備部　主幹兼務  
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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  加藤 大悟

 高炉設備課長  術室　主幹

 東日本製鉄所設備部　主幹兼務  東日本　設備部　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製銑設備技術室  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  尾形 知輝

 高炉原料設備課長  術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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  大本 展久

 製銑設備開発課長  術室　主査

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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設備技術室  中馬 俊之

 製銑設備技術課長  　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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  鮎川 祐之

 高炉設備課　主幹  術室　主幹

 東日本製鉄所設備部　主幹兼務  東日本　設備部　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製銑設備技術室  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  玉木 康介

 高炉設備課　主幹  術室　主幹

 名古屋製鉄所設備部　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製銑設備技術室  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設備技術室  村上 英明

 製銑設備技術課　上席主幹  　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  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設備技術室  大津 信弘

 製銑設備技術課　主幹  　主幹

 九州製鉄所設備部　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製銑設備技術室  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  志賀 敦

 製銑設備技術課　主幹  術室　主幹

 東日本製鉄所設備部　主幹兼務  東日本　設備部　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製銑設備技術室  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設備技術室  小山 博之

 製銑設備技術課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製銑設備技術室  九州　製銑部製銑技術室　主幹　大分駐在  本田 基樹

 製銑設備技術課　主幹  

 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  松枝 恵治

  

 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  三井 昭人

  

 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  境田 道隆

  

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  藤川 秀樹

 術室　上席主幹  術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  中村 宏

 術室　上席主幹  術室　主幹
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  川野 健一

 術室コークス設備開発課長　名古屋駐在  術室　主幹　名古屋駐在

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  鈴木 角成

 術室コークス設備課　主幹  術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス設備技  藤本 克司

 術室コークス設備開発課　主幹  術室　主幹

 東日本製鉄所設備部　主幹兼務  東日本　設備部　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コークス化成設  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス化成設  駒井 祐司

 備技術室　上席主幹  備技術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス化成設  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス化成設  山岡 圭

 備技術室コークス化成設備課長　名古屋駐在  備技術室　主幹　名古屋駐在

 名古屋製鉄所設備部　主幹兼務  名古屋　設備部　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コークス化成設  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部コークス化成設  中村 太郎

 備技術室コークス化成設備開発課長  備技術室　主幹

 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精錬設備技術室  岩谷 麗司

  長

 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連鋳設備技術室  岡 洋介

  長

  設備・保全技術センター設備保全企画部　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製鋼設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部連鋳設備技術室  浦野 洋介

 長  　主幹

 設備・保全技術センター設備保全企画部　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製鋼設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部精錬設備技術室  福村 公基

 精錬設備技術課長  　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部製鋼設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部連鋳設備技術室  藤井 忠幸

 連鋳設備技術課長  　主幹

 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  川村 浩久

 東日本製鉄所設備部　部長代理兼務  東日本　設備部　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター設備保全企画部　部長代理兼務  設備・保全技術センター設備保全企画部　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圧延設備技術室  斉藤 宏和

  長

 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  上杉 智治

 設備・保全技術センター設備保全企画部　部長代理兼務  設備・保全技術センター設備保全企画部　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圧延設備技術室  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  長島 誠治

 長  東日本　設備部　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圧延設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部圧延設備技術室  中尾 智哉

 熱延設備課長  　主幹
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  東日本　設備部機械技術室　主幹  佐藤 泰秀

 技術室　主幹兼務免  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部圧延設備技術室  技術室　主幹兼務  

 熱延設備課　主幹  

 東日本製鉄所設備部機械技術室　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圧延設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部圧延設備技術室  吉田 満

 熱延設備課　主幹  主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  山口 真

 技術室焼鈍めっき設備課長  技術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  外川 修

 技術室焼鈍めっき設備課　主幹  技術室　主幹

 九州製鉄所設備部　主幹兼務  九州　設備部　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冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  橋本 格

 技術室焼鈍めっき設備課　主幹  技術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  桂川 雅人

 技術室焼鈍めっき設備課　主幹  技術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  城戸 良仁

 技術室焼鈍めっき設備課　主幹  技術室　主幹

 設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部冷延めっき設備  土佐 勇介

 技術室焼鈍めっき設備課　主幹  技術室　主査

 東日本製鉄所薄板部冷延めっき技術室　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水道設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部水道設備技術室  新井 俊介

 水処理設備技術課長  　主幹

 東日本製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務   

 九州製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　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水道設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部水道設備技術室  髙橋 健二

 水道設備技術課長  　主幹

 東日本製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務   

 九州製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　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水道設備技術室  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部水道設備技術室  脇 貴裕

 水処理設備技術課　主幹  　主幹

 東日本製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センター無機材料技術部　部長代理　東京駐在  設備・保全技術センター無機材料技術部　上席主幹　東京駐在  伊藤 智

 製鋼技術部　部長代理兼務  製鋼技術部　上席主幹兼務

 瀬戸内製鉄所設備部広畑機械整備室　上席主幹兼務  瀬戸内　製鋼部炉材室長  中村 壽志

 設備・保全技術センター無機材料技術部　上席主幹兼務  瀬戸内　設備部広畑機械整備室　主幹兼務

  設備・保全技術センター無機材料技術部　主幹兼務  
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センター無機材料技術部　上席主幹兼務  名古屋　製鋼部炉材室長  山田 泰宏

 設備・保全技術センター無機材料技術部　主幹兼務

 設備・保全技術センター無機材料技術部　上席主幹兼務  東日本　製鋼部炉材室長  多喜 徳雄

 設備・保全技術センター無機材料技術部　主幹兼務

 設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室　主席研究員  設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室　上席主幹研  葛西 篤也

  究員

 設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室製鋼炉材開発  設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室　主任研究員  筒井 雄史

 ・保全課長  

 設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室炉材基盤開発  設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室　主任研究員  中山 真理子

 課長  

 設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室炉材基盤開発  設備・保全技術センター無機材料技術部無機材料技術室　主幹研究員  松井 剛

 課　主幹研究員  

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　上  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  新田 法生

 席主幹  幹

 設備・保全技術センター設備保全企画部　上席主幹兼務  設備・保全技術センター設備保全企画部　主幹兼務  

  

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室製銑  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  田村 佳洋

 炉材課長  幹

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室鋼圧  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  丸山 和也

 炉材課長  幹

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室製銑  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  板楠 元邦

 炉材課　主幹  幹

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室製銑  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  佐藤 央

 炉材課　主幹  幹

 設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室製銑  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室　主  竹内 宏典

 炉材課　主幹  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部　部長代理  設備・保全技術センターシステム制御技術部　上席主幹  宮田 英憲

 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

 設備・保全技術センターシステム制御技術部　上席主幹  設備・保全技術センターシステム制御技術部　主幹  副島 久信

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室制御  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  中村 英都

 開発課長  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室基盤  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  原田 稔

 開発課長  幹

 デジタル改革推進部　主幹兼務  デジタル改革推進部　主幹兼務  

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室制御  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  藤井 章

 開発課　主幹  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室制御  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  宮崎 裕之

 開発課　主幹  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室制御  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  伊藤 雅浩

 開発課　主幹  幹
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室制御  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  井上 雅貴

 開発課　主幹  査

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室基盤  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  大下 功

 開発課　主幹  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室基盤  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  堤 泰伸

 開発課　主幹  幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  黒田 雅生

 　部長代理  　上席主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  谷口 寿朗

 　部長代理  　上席主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  羽田野 裕朗

 電気第一課長  　上席主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  通地 努

 電気第二課長  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  田村 耕作

 電気第一課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  髙松 祐司

 電気第一課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  狩野 竜一

 電気第二課　上席主幹  　主幹

 瀬戸内製鉄所設備部　上席主幹兼務  瀬戸内　設備部　主幹兼務  

 九州製鉄所設備部　上席主幹兼務  九州　設備部　主幹兼務

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  北脇 康夫

 電気第二課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  深澤 晴雄

 電気第二課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  清水 理史

 電気第二課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  東日本　設備部制御技術室　主幹  有田 征史

 電気第二課　主幹  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室

 東日本製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務  　主幹兼務  

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニアリング室  野口 浩平

 電気第二課　主幹  　主査

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  遠山 治幸

 計装第一課長  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  中村 功

 計装第二課長  　主幹

 設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹兼  設備・保全技術センター設備保全企画部電気計装保全技術室　主幹兼  

 務  務

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  永田 清二

 計装第一課　主幹  　主幹
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  淵本 信哉

 計装第一課　主幹  　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  設備・保全技術センターシステム制御技術部システム制御技術室　主  

 幹兼務  幹兼務

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  東日本　設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  大久保 寛之

 主幹兼務免  設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室

 設備・保全技術センターシステム制御技術部計装エンジニアリング室  　主幹兼務  

 計装第二課　主幹  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室長  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  駒形 洋

 デジタル改革推進部　上席主幹兼務  グ室長

  デジタル改革推進部　主幹兼務  

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室　部長代  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  南里 智

 理  グ室　上席主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  須山 隆史

 課長  グ室　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  古田 英生

 テム第二課長  グ室　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  室蘭　設備部制御技術室　主幹  三浦 昌

 課　上席主幹　室蘭駐在  

 室蘭製鉄所設備部制御技術室　上席主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  東日本　設備部鹿島電気計装整備室長  児嶋 次郎

 課　上席主幹　君津駐在  東日本　設備部君津電気計装整備室　主幹兼務

 東日本製鉄所設備部制御技術室　上席主幹兼務   

 

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  九州　設備部制御技術室　主幹  原田 純典

 課　主幹　八幡駐在  

 九州製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  名古屋　設備部制御技術室　主幹  大塚 晋

 課　主幹　名古屋駐在  

 名古屋製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  関西　設備部制御技術室　主幹  岡山 史生

 課　主幹　和歌山駐在  

 関西製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  東日本　設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  高橋 健一

 課　主幹　鹿島駐在  

 東日本製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  九州　設備部制御技術室　主幹　大分駐在  小林 俊介

 課　主幹　大分駐在  

 九州製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室技術企画  瀬戸内　設備部制御技術室　主幹  宮地 誠

 課　主幹　広畑駐在  

 瀬戸内製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  東日本　設備部制御技術室　主幹  岩見 晋宏

 テム第一課　主幹　君津駐在  東日本　生産技術部システム室　主幹兼務

 東日本製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

 情報システム部東日本システム室　主幹兼務  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  九州　設備部制御技術室　主幹  西川 淳一

 テム第一課　主幹　八幡駐在  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  土田 修嗣

 テム第一課　主幹  グ室　主幹

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン  阿部 快洋

 テム第一課　主幹  グ室　主幹

  技開本部　プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員兼務  

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  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  森田 彰

 テム第二課　上席主幹  ー　主幹研究員

 技術開発本部プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューシ  技開本部　プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員兼務  

 ョン研究室　上席主幹研究員兼務  設備・保全技術センターシステム制御技術部システムエンジニアリン

 グ室　主幹兼務  

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  九州　設備部制御技術室　主幹  佐藤 正訓

 テム第二課　主幹　八幡駐在  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  東日本　設備部制御技術室　主幹  大島 高弘

 テム第二課　主幹　君津駐在  東日本　生産技術部システム室　主幹兼務

 東日本製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

 情報システム部東日本システム室　主幹兼務  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  名古屋　設備部制御技術室　主幹  西村 伸哉

 テム第二課　主幹　名古屋駐在  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  東日本　設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  藤野 和久

 テム第二課　主幹　鹿島駐在  

 東日本製鉄所設備部制御技術室　主幹兼務   

  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  九州　設備部制御技術室　主査　大分駐在  山田 裕太

 テム第二課　主幹　大分駐在  

 設備・保全技術センターシステム制御技術部プロコン技術室制御シス  九州　設備部制御技術室　主幹　大分駐在  加藤 健太

 テム第二課　主幹　大分駐在  
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 設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　部長代理  設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　上席主幹  下田 和敏

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室土木第一課長  設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　主幹  菅野 浩樹

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室土木第二課長  設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　主幹  上村 竜介

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室長  東日本　設備部土建技術室長　鹿島駐在  執行 重人

 設備・保全技術センター設備保全企画部　部長代理兼務  東日本　設備部設備技術企画室　上席主幹兼務

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　上席主幹  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  尾下 純規

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室建築第一課長  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  奥谷 恭士

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室建築第二課長  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  辻本 裕之

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室建築第一課　上席  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  蘇原 秀行

 主幹  技開本部　技術開発企画部設備室　主幹兼務

 技術開発本部技術開発企画部研究推進室　上席主幹兼務   

 

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室建築第一課　主幹  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  前澤 将男

  

 設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室建築第二課　主幹  設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  森本 真史

  

 製銑技術部　部長代理  製銑技術部　上席主幹  今川 健人

 技術総括部生産計画室　部長代理兼務  技術総括部生産計画室　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インド一貫製鉄プロジェクト　上席主幹兼務  

  

 製銑技術部　部長代理  東日本　製銑部　上席主幹　鹿島駐在  杉山 慎

 デジタル改革推進部　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   

  

 製銑技術部　上席主幹  製銑技術部　主幹  門脇 正具

  

 製銑技術部　上席主幹  製銑技術部　主幹  山田 和治

  

 製銑技術部　主幹  九州　製銑部八幡製銑工場製銑原料課長  樫村 茂

  

 製銑技術部コークス基盤推進部　部長代理  製銑技術部コークス基盤推進部　上席主幹  加来 久典

  

 製銑技術部コークス基盤推進部　部長代理  製銑技術部コークス基盤推進部　上席主幹  山口 幸一

 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

 製銑技術部コークス基盤推進部　主幹  製銑技術部コークス基盤推進部　主査  谷澤 賢司
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 製鋼技術部　部長代理  製鋼技術部　上席主幹  沼田 光裕

  

 製鋼技術部　上席主幹  製鋼技術部　主幹  杉本 明大

  

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  齊藤 礼太

 製鋼技術部　主幹  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向

 製鋼技術部　主幹  東日本　製鋼部君津第一製鋼工場連鋳課長  篠原 雅人

  

 エネルギー技術部　部長代理  エネルギー技術部　上席主幹  髙島 吉彦

  

 エネルギー技術部　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受配電設備技術室長  佐藤 啓二

 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  九州　エネルギー部エネルギー企画室長  泉 浩一郎

 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  九州　エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹兼務

 環境部　部長代理兼務   

  

 エネルギー技術部　上席主幹  エネルギー技術部　主幹  田口 雅浩

  

 エネルギー技術部　部長代理兼務  （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水道  高橋 直哉

 東日本製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　部長代理兼務  設備技術室長

 九州製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　部長代理兼務  （本社）　エネルギー技術部　上席主幹兼務  

 

 エネルギー技術部エネルギー設備技術室長　富津駐在  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部発電・ガス送風  岩田 政澄

  設備技術室長

  設備・保全技術センター設備保全企画部　上席主幹兼務  

  エネルギー技術部　上席主幹兼務

 エネルギー技術部エネルギー設備技術室　上席主幹　富津駐在  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部発電・ガス送風  小野 聡

  設備技術室　主幹

 エネルギー技術部エネルギー設備技術室エネルギー設備技術課長  設備・保全技術センタープラントエンジニアリング部発電・ガス送風  大貫 元樹

 和歌山駐在  設備技術室　主幹　和歌山駐在

 関西製鉄所設備部機械技術室　主幹兼務  関西　設備部機械技術室　主幹兼務  

 関西製鉄所エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務  関西　エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務

 スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　上席主幹  笹川 真司

  

 スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　上席主幹  伊坂 勝哉

  

 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　上席主幹  野畑 健志

  

 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　上席主幹  大谷 伸夫

  

 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　上席主幹  江本 真樹
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 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　部長代理  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　主幹  赤司 有三

 設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　部長代理兼務  設備・保全技術センター土木建築技術部土木技術室　主幹兼務

 スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　部長代理兼務  スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　主幹兼務  

  

 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　上席主幹  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　主幹  川島 雄幸

  

 スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　上席主幹  スラグ事業・資源化推進部スラグ営業室　主幹  椛山 義規

  

 営業総括部営業総括室長  関西　総務部人事総務室長  髙橋 淳

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  内部統制・監査部　上席主幹兼務

 営業総括部営業総括室営業総括課長  営業総括部営業総括室　主幹  田畑 英朗

  

 営業総括部営業総括室営業業務管理課長  営業総括部営業総括室　主幹  割田 弘明

  

 営業総括部営業総括室営業総括課　主幹  営業総括部営業総括室　主幹  山本 孝

  

 営業総括部営業総括室営業総括課　主幹  営業総括部営業総括室　主幹  伊藤 充

  

 営業総括部営業総括室営業業務管理課　部長代理  営業総括部営業総括室　主幹  田邊 誠

  

 営業総括部長  営業総括部長  永井 竜一

 営業総括部営業企画室長兼務

 営業総括部営業企画室営業企画課長  営業総括部営業企画室　主幹  荒倉 敏

 グローバル事業推進本部インド一貫製鉄プロジェクト　主幹兼務  

 営業総括部営業企画室営業企画課　主幹  営業総括部営業企画室　主査  堤 亮太

  

 営業総括部営業企画室収益管理課　主幹  営業総括部営業企画室収益管理課　主査  内藤 岳

  

 営業総括部輸出・通商総括室長  営業総括部輸出総括室長  原 英樹

  

 営業総括部輸出・通商総括室　部長代理  営業総括部通商総括部　上席主幹  扇 常夫

  

 営業総括部輸出・通商総括室輸出総括課長  営業総括部輸出総括室　主幹  秋庭 順

  

 営業総括部輸出・通商総括室通商総括課長  営業総括部通商総括部　主幹  山崎 幸俊

  

 営業総括部輸出・通商総括室通商総括課　主幹  営業総括部通商総括部　主幹  小田 武

  

 営業総括部輸出・通商総括室通商総括課　主幹  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第一課長  石嵜 久登

  

 営業総括部営業調整室　上席主幹  営業総括部営業調整室　主幹  河原 孝彦

  

 営業総括部営業調整室計画調整課長  営業総括部営業調整室　主幹  羽田野 晶
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 営業総括部営業調整室熱延調整課長  営業総括部営業調整室　主幹  河野 光博

  

 営業総括部営業調整室冷延めっき調整課長  営業総括部営業調整室　主幹  近藤 敦史

  

 営業総括部営業調整室製販改善支援課長  営業総括部営業調整室　主幹  石井 淳

 デジタル改革推進部　上席主幹兼務  

 営業総括部営業調整室計画調整課　主幹  営業総括部営業調整室　主査  長野 真一

  

 営業総括部営業調整室熱延調整課　主幹  営業総括部営業調整室　主査  中村 昌民

  

 営業総括部営業システム室営業システム運用管理課長  営業総括部営業システム室　主幹  古田 勇人

  

 営業総括部営業システム室営業システム企画開発課　主幹  営業総括部営業システム室　主幹  上西 雅孝

 営業総括部営業総括室　主幹兼務  営業総括部営業総括室　主幹兼務

 物流部物流企画室物流企画課長  物流部物流企画室　主幹  井良沢 一樹

  

 物流部物流企画室物流技術課長  物流部物流企画室　上席主幹  佐渡 達也

  

 物流部物流企画室物流企画課　上席主幹  物流部物流企画室　主幹  山本 正敏

  

 物流部物流企画室物流企画課　上席主幹  物流部物流企画室　主幹  奥間 吏

  

 物流部物流企画室物流技術課　主幹  物流部物流企画室　主幹  宮本 郁雄

  

 物流部物流室出荷計画調整課長  物流部物流室　主幹  桂 正興

  

 物流部物流室国内物流課長  物流部物流室　主幹  宮田 拓也

  

 物流部物流室国内物流課　主幹  物流部物流室　主幹  隅谷 嘉彦

  

 物流部物流室国内物流課　主幹  物流部物流室　主幹  出口 健三

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室　上席主幹  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　主幹  鈴木 貴史

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第一課長  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　上席主幹  山田 安彦

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第二課長  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　上席主幹  酒井 優

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第一課　部  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　上席主幹  林田 康洋

 長代理  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第二課　部

 長代理兼務
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 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第一課　上  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　主幹  南光 繁

 席主幹  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第二課　上  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　主幹  鞠園 博司

 席主幹  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発室プロジェクト開発第二課　主  プロジェクト開発部プロジェクト開発室　主幹  村川 隆幸

 幹  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　主幹兼務   

 

 プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室長  プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　上席主幹  髙木 優任

  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　上席主幹兼務

 プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　上席主幹  プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹  原田 直樹

  

 プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  岡田 裕行

  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹兼務

 プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹  プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹  武野 正和

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課　主  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹兼務

 幹兼務   

 

 原料第一部　部長代理  原料第一部　上席主幹  木村 浩明

 原料第二部　部長代理兼務  原料第二部　上席主幹兼務

 原料第一部原料企画室長  原料第一部燃料第二室長  堀下 直人

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  

 原料第一部原料企画室原料企画課長  原料第一部原料企画室　主幹  佐藤 信吾

  

 原料第一部燃料第一室原料炭第二課長  原料第一部燃料第一室　主幹  片桐 伸也

  

 原料第一部燃料第一室原料炭第一課　主幹  原料第一部燃料第一室　主査  中山 友裕

  

 原料第一部燃料第二室長  原料第一部燃料第二室　主幹  古仲 勝彦

  

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  宮﨑 智哉

 原料第一部燃料第二室燃料調整課長  ニッポンスチール オーストラリア社出向

 原料第一部燃料第二室燃料調整課　主幹  原料第一部燃料第二室　主幹  古城 丈夫

 原料第二部鉱石第二室　主幹兼務  原料第二部鉱石第二室　主幹兼務

 原料第二部　上席主幹  原料第二部　主幹  柏瀬 陽一

 原料第一部　上席主幹兼務  原料第一部　主幹兼務

 原料第二部鉱石第一室鉱石第一課長  原料第二部鉱石第一室　主幹  潮田 泰宏

  

 原料第二部鉱石第一室鉱石第二課長  原料第二部鉱石第一室　主幹  鄭 祐勝

  

 原料第二部鉱石第二室鉱石需給課長  原料第二部鉱石第二室　主幹  赤木 太輔
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 原料第二部鉱石第二室原料輸送課長  九州　労働・購買部協力会社連携室　主査  原 太郎

  九州　労働・購買部労政人事室　主査兼務

 原料第二部金属室長  原料第一部原料企画室長  大屋 淑子

 原料第二部金属室冷鉄源課長兼務  

 原料第二部金属室金属課長  原料第二部金属室　主幹  川口 豊仁

  

 原料第二部金属室金属課　主幹  原料第二部金属室　主幹  森田 佳光

  

 原料第二部金属室冷鉄源課　主幹  原料第二部金属室　主幹  平田 昌彦

  

 機材調達部調達企画室長  機材調達部資材調達第一室長  一重 健太郎

 デジタル改革推進部　部長代理兼務  機材調達部調達企画室　上席主幹兼務

 機材調達部調達企画室　部長代理  機材調達部調達企画室　上席主幹  田崎 芳明

  

 機材調達部調達企画室　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  林 琢也

  

 機材調達部調達企画室業務標準化推進課長  機材調達部調達企画室　主幹  駒形 治己

  

 機材調達部調達企画室業務標準化推進課　上席主幹  機材調達部調達企画室　主幹  緑川 大地

  

 機材調達部調達企画室業務標準化推進課　主幹  機材調達部調達企画室　主幹  田坂 謙二

  

 機材調達部調達企画室業務標準化推進課　主幹  機材調達部調達企画室　主幹  吉田 弘一

  

 機材調達部設備調達室　主幹  機材調達部設備調達室　主査  赤木 康紀

  

 機材調達部調達企画室　部長代理兼務  機材調達部設備調達室長  仲 篤起

 機材調達部設備調達室機械設備調達課長兼務  機材調達部調達企画室　上席主幹兼務

 機材調達部設備調達室電気設備調達課長  機材調達部設備調達室　上席主幹  橘高 博之

  

 機材調達部設備調達室工事契約課長  機材調達部設備調達室　上席主幹  八木 直樹

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　部長代理  機材調達部設備調達室　上席主幹  山辺 幸宏

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  福井 豊之

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  森田 祐寿

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  藤﨑 親

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  鳥居 俊弘
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 機材調達部設備調達室機械設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  恒成 敬二

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  内山 匠

  

 機材調達部設備調達室機械設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主査  半田 真也

  

 機材調達部設備調達室電気設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  小倉 一毅

  

 機材調達部設備調達室電気設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  沼澤 実

  

 機材調達部設備調達室電気設備調達課　主幹  機材調達部設備調達室　主幹  川上 洋介

  

 機材調達部設備調達室工事契約課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  森 俊弘

  

 機材調達部設備調達室工事契約課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  竹内 一人

  

 機材調達部設備調達室工事契約課　上席主幹  機材調達部設備調達室　主幹  花田 賢師

  

 機材調達部資材調達第一室長  機材調達部資材調達第二室長  川出 宗一郎

 機材調達部調達企画室　部長代理兼務  機材調達部調達企画室　上席主幹兼務

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第一課長  機材調達部資材調達第一室　主幹  西田 正弘

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第二課長  機材調達部資材調達第一室　主幹  小池 芳彦

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第一課　部長代理  機材調達部資材調達第一室　上席主幹  中嶌 達也

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第一課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  釣 誠太郎

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第二課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  瀧原 和彦

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第二課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  是此田 武

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第二課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  信太 康之

  

 機材調達部資材調達第一室整備資材調達第二課　主幹  機材調達部資材調達第一室　主幹  八重樫 英幸

  

 機材調達部資材調達第二室長  名古屋　労働・購買部購買室長  来丸 啓太

 機材調達部調達企画室　部長代理兼務  

 機材調達部資材調達第二室　部長代理兼務  設備・保全技術センター無機材料技術部炉材エンジニアリング室長  犬塚 孝之

 機材調達部資材調達第二室　上席主幹兼務

 機材調達部資材調達第二室工場資材調達第一課長  機材調達部資材調達第二室　主幹  佐野 拓也
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 機材調達部資材調達第二室工場資材調達第二課長  機材調達部資材調達第二室　主幹  藤原 隆重

  

 機材調達部資材調達第二室工場資材調達第一課　主幹  関西　交通産機品工程・調達部製鋼所調達室　主幹  檜垣 哲也

  関西　労働・購買部購買室　主幹兼務

 機材調達部資材調達第二室工場資材調達第一課　主幹  機材調達部資材調達第二室　主幹  永田 武

  

 機材調達部資材調達第二室工場資材調達第二課　主幹  機材調達部資材調達第二室　主幹  山田 哲也

  

 監査等委員会事務局　上席主幹  監査等委員会事務局　主幹  成田 章

  

 監査等委員会事務局　上席主幹  監査等委員会事務局　主幹  荻野 晃一

  

 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  東郷 英一郎

  

 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  一ノ瀬 正彦

  

 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  黒田 勘太

 グローバル事業推進本部ＣＳＶＣプロジェクト　部長代理兼務  グローバル事業推進本部ＣＳＶＣ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  グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  藤森 剛

 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

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　部長代理  薄板事業部自動車鋼板営業部　上席主幹  池宮 毅

  

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　主幹  川端 英夫

 鋼管事業部鋼管事業開発室　上席主幹兼務  鋼管事業部鋼管企画部　主幹兼務

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  グローバル事業推進本部海外事業企画部　主幹  永澤 剛

  

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  難波 岳大

 鋼管事業部　上席主幹兼務  

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　主幹  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　主幹  久保田 哲朗

 鋼管事業部鋼管事業開発室　主幹兼務  鋼管事業部鋼管企画部　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  北川 逸朗

 製鋼技術部　部長代理兼務  製鋼技術部　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  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  古田 功

  

 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  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室長  秦 意知郎

  

 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  井上 肇

  

 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  北沢 雄一郎

  

 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　主幹  池田 裕一

  



P．32

人事異動報　　第 2 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

 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  梶川 寿夫

  

 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  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　主幹  内田 安俊

  

 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  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　主幹  新井 博

  

 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  グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　主幹  神田 和俊

  

 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  福岡 達哉

 理  幹

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

  

 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  グローバル事業推進本部上海宝山冷延・ＣＧＬプロジェクト　主幹  播島 啓史

 幹  グローバル事業推進本部海外事業企画部　主幹兼務

 グローバル事業推進本部海外事業企画部　上席主幹兼務   

  

 グローバル事業推進本部ＣＳＶＣプロジェクト　部長代理  グローバル事業推進本部ＣＳＶＣプロジェクト　上席主幹  藤原 多津也

 経営企画部　部長代理兼務  経営企画部　上席主幹兼務

 グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクト　部長代理  グローバル事業推進本部武漢ブリキプロジェクト　上席主幹  池田 禎尚

 薄板事業部　部長代理兼務  薄板事業部　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  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  籾木 剛

  

 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  久保田 佳司

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室長  建材事業部建材企画室長  田下 昌孝

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室　部長代理  厚板事業部厚板営業部厚板第一室長  西崎 秀司

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板企画課長  厚板事業部厚板企画室　上席主幹  堀込 清晶

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材企画課長  建材事業部建材企画室　主幹  田中 康平

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板生産調整課長  厚板事業部厚板企画室　主査  古口 廣樹

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材生産調整課長  建材事業部建材企画室　主幹  飯島 健吾

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板・建材関係会社課長  厚板事業部厚板企画室　上席主幹  髙橋 文徳

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板企画課　主幹  厚板事業部厚板企画室　主幹  仲井 丈

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材企画課　部長代理  建材事業部建材企画室　上席主幹  東 清三郎
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 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材企画課　上席主幹  建材事業部建材企画室　主幹  平川 智久

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材企画課　主幹  建材事業部建材企画室　主幹  小川 茂樹

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室建材企画課　主幹  建材事業部建材企画室　主査  川尻 真也

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板・建材関係会社課　上席主幹  建材事業部建材企画室　主幹  伊藤 慎二

  

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室厚板・建材関係会社課　主幹  建材事業部建材企画室　主幹  堀 智治

  

 厚板・建材事業部厚板技術部　部長代理  厚板事業部厚板技術部　上席主幹  矢澤 武男

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室長  厚板事業部厚板技術部厚板技術室長  石田 浩司

 技術総括部一貫最適化推進室　部長代理兼務  技術総括部一貫最適化推進室　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室　上席主幹  厚板事業部厚板技術部厚板技術室　主幹  後藤 道典

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室　主幹  東日本　厚板部厚板技術室　主幹  内田 悠

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室厚板スクリーニング課長  厚板事業部厚板技術部厚板技術室　主幹  山本 智彦

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室厚板スクリーニング課　主幹  厚板事業部厚板技術部厚板技術室　主幹  久保 諭

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板技術室厚板スクリーニング課　主幹  厚板事業部厚板技術部厚板技術室　主査  吉良 孝夫

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室長  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室長  占部 健

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　部長代理  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　上席主幹  壱岐 浩

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　部長代理  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　上席主幹  吉井 健一

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　部長代理　大阪駐在  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹　大阪駐在  勝元 弘

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　上席主幹  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  米田 剛

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　上席主幹  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  奥島 基裕

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　上席主幹  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  児玉 正行

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  小田 直樹

  

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹　大阪駐在  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹　大阪駐在  榑林 勝己
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 厚板・建材事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  厚板事業部厚板技術部厚板商品技術室　主幹  長澤 慎

  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室長  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室長  杉山 博一

 厚板・建材事業部建材企画室　部長代理兼務  建材事業部建材企画室　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹  和多田 真也

  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹  村松 恭行

  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主査  玉井 宏幸

  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室  九州　八幡スパイラル鋼管工場長  吉田 達哉

 長  九州　八幡スパイラル鋼管工場スパイラル鋼管技術室長兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材企画室　上席主幹兼務  建材事業部　主幹兼務  

  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室　主幹  浜野 浩太郎

 主幹  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室　主幹  澤田 武志

 主幹  

 厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室  東日本　鋼管部大径管技術室　主幹  佐藤 淳

 主幹兼務  建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技術室　主幹

 兼務  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹兼務

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課長  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  日下 裕貴

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課長  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　上席主幹  西山 輝樹

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課長  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　上席主幹  佐野 陽一

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　部  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　上席主幹  柳 悦孝

 長代理  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　部  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　上席主幹  大木 仁

 長代理  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　部長代理兼務   

  

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  北濱 雅司

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　主  一般社団法人　鋼管杭・鋼矢板技術協会出向

 幹   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　主  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  東海林 智之

 幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　主  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  澤石 正道

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

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　主  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  松井 延行

 幹  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第一課　主  プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹  東 壮哉

 幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課　部  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　上席主幹  亀山 彰久

 長代理  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課　部  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　上席主幹  豊島 径

 長代理  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　部長代理兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課　上  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  中山 裕章

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課　上  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  永尾 直也

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第二課　主  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  永津 亮祐

 幹  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課　上  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  石田 宗弘

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課　上  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  中島 正整

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課　主  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  桑嶋 健

 幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部土木建材技術室土木技術第三課　主  建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  佐田 崇

 幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室長  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　上席主幹  澤泉 紳一

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課長  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  北岡 聡

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課長  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  藤橋 一紀

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹兼務  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　部  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　上席主幹  安藤 慶治

 長代理  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　上  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  寺沢 太沖

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

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　上  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  鈴木 一弁

 席主幹  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　上席主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　上  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  伊藤 浩資

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　上  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  鈴木 悠介

 席主幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  宍戸 唯一

 幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  鈴木 至

 幹  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第一課　主  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  西田 裕一

 幹  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　上  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  藤内 繁明

 席主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　上  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  柴田 聡

 席主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  矢野 宏和

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  城倉 貴史

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  海原 広幸

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主査  大下 薫

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主査兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  彦坂 明良

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部建材開発技術部建築建材技術室建築技術第二課　主  建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主査  久野 美香

 幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主査兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務   

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室長  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室　上席主幹  有本 亮介

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室造船鋼材課長  厚板事業部厚板営業部造船鋼材室　主幹  新澤 覚廣

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室エネルギー課長  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室第二課　主幹  井上 博照

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室橋梁課長  厚板事業部厚板営業部厚板第二室　主幹  清水 進

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室造船鋼材課　主幹  厚板事業部厚板営業部造船鋼材室　主幹  松浦 真也

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室エネルギー課　上席主  厚板事業部厚板営業部厚板第一室　主幹  阿部 大祐

 幹  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第一室橋梁課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第二室　主幹  川岸 潤也

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第二室長  厚板事業部厚板営業部厚板第二室長  安藤 毅

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第二室建産機課長  厚板事業部厚板営業部厚板第一室　主幹  金澤 淳

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第二室建産機課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第一室　主幹  鈴木 俊二

  厚板事業部厚板企画室　主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部厚板第二室建産機課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第一室　主査  上中 俊哉

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室長  名古屋支店厚板・建材室長  山城 賢太郎

  名古屋支店静岡営業所長兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第一課長  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  佐藤 俊文

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課長  建材事業部建材営業部土木建材室　上席主幹  赤尾 賢明

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第三課長  建材事業部建材営業部土木建材室　上席主幹  高浜 正治

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第一課　上席主幹  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  窪田 雅也

  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第一課　上席主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  鈴木 正明
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 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第一課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  田中 寛

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第一課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  八木 悠太

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  小林 巌

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  正井 輝

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  恩田 壽之

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  豊福 浩司

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  石山 敦隆

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第二課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  澤畠 雄一郎

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第三課　上席主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  阿久津 直樹

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第三課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  村田 泰之

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第三課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  山本 成久

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室土木第三課　主幹  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹  小野 幸作

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室長  建材事業部建材営業部建築建材室長  北爪 彰人

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第一課長  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  福岡 政二

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課長  建材事業部建材営業部建築建材室　上席主幹  臼井 輝幸

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第三課長  建材事業部建材営業部建築建材室　上席主幹  大郷 正哉

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室　部長代理兼務  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　上席主幹兼務

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第一課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  福田 努

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第一課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  吉田 健一郎

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第一課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  前田 洋樹

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　上席主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  山脇 建己

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　上席主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  坂井田 隆典
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 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　上席主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第二室　主幹  岩見 敏弘

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  粟田 大介

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第二室　主幹  野村 政道

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  山本 伸雄

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第二室　主幹  一鍬田 学

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第二課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  柴田 佳哉

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第三課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  徳植 岩男

  

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部建築建材室建築第三課　主幹  建材事業部建材営業部建築建材室　主幹  熊澤 慧

  

 薄板事業部薄板企画室長  薄板事業部薄板企画部　上席主幹  徳永 康二

 薄板事業部薄板営業部　部長代理兼務  薄板事業部薄板営業部　上席主幹兼務

 薄板事業部薄板企画室　上席主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  伴 博之

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹兼務  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部　主幹兼務  

  

 薄板事業部薄板企画室　主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  齊藤 健作

  

 薄板事業部薄板企画室薄板事業調整課長  薄板事業部薄板企画部　主幹  西田 昇平

 薄板事業部薄板営業部　主幹兼務

 薄板事業部薄板企画室薄板事業企画課長  薄板事業部薄板企画部　主査  火ノ川 志允

  

 薄板事業部薄板企画室薄板事業企画課　上席主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  長井 寛

  

 薄板事業部薄板企画室薄板事業企画課　上席主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  織田 盛州

  

 薄板事業部薄板企画室薄板事業企画課　上席主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  今重 明浩

  

 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　上席主幹  山本 正人

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室　主幹  薄板事業部薄板技術部　主幹  出町 浩昭

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室冷延めっき技術課長  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  瀬戸口 繁

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室熱延技術課　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  近藤 道範

 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
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 薄板事業部薄板技術部薄板技術室熱延技術課　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  髙久 健一

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室冷延めっき技術課　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  福井 政治

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室冷延めっき技術課　部長代理  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　上席主幹  風岡 勇人

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室冷延めっき技術課　上席主幹  瀬戸内　薄板部広畑冷延工場長  加島 瑛樹

  

 薄板事業部薄板技術部薄板技術室冷延めっき技術課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板技術室　主幹  長岡 秀晃

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室熱薄・鋼片管理課長  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　上席主幹  山田 徹哉

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室特殊鋼管理課長  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　上席主幹  上田 博之

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課長  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  水谷 政昭

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め家電建材管理課長  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  大井 淳

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室熱薄・鋼片管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  髙徳 宗和

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室熱薄・鋼片管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  大塚 和也

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室熱薄・鋼片管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  木下 健

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室特殊鋼管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  元山 卓也

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室特殊鋼管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  洲﨑 恒年

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室特殊鋼管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  鈴木 敦行

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  堤 竜二

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  松谷 直樹

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  桝野 有

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  松本 太

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  高橋 克宗

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め自動車管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  中村 和哉
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 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め家電建材管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  八木 将洋

  

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め家電建材管理課　上席主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  田中 勇樹

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹兼務  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室冷め家電建材管理課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹  上田 隆士

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　上席主幹  南雲 登志夫

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　上席主幹  渡辺 匡也

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板営業関係会社課長兼務  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹  浜崎 由基

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板営業企画調整課長  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹  小林 鉄平

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板第一第一課長  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹  小玉 修平

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板営業企画調整課　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹  伊藤 久

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板第一第一課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹  永渕 健之介

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第一室薄板第一第一課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主査  久後 英資

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　上席主幹  居石 真治

 薄板事業部薄板企画室　部長代理兼務  薄板事業部薄板企画部　上席主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　主幹  志賀 浩明

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室薄板第二第一課長  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　主幹  阿部 孝輔

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室薄板第二第二課長  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　主査  上原 瑛

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室薄板第二第一課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　主幹  吉川 孝家

  

 薄板事業部薄板営業部薄板第二室薄板第二第一課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第二室　主幹  山下 耕

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　部長代理兼務  建材事業部建材開発技術部　部長  窪田 伸

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　部長代理  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹  髙橋 徹

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　部長代理  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹  金子 寛

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  大塚 知弘
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 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第一課長  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  荒木 隆志

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第二課長  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  島津 俊彦

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第三課長  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  住田 芳浩

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第一課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  早瀬 仁

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第一課　主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  齊藤 美十武

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第二課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主査  西嶋 昌太郎

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第三課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  金井 大士

  

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室建材薄板第三課　主幹  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹  藤田 敏彦

  

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　部長代理  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹  本間 圭

 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　部長代  

 理兼務   

  

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　部長代理  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹  津田 朋幸

 薄板事業部薄板営業部建材薄板室　部長代理兼務  薄板事業部薄板営業部建材薄板室　上席主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹  北田 拓也

  

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹  松田 修二

  

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹  今田 慎司

  

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主査  持田 勇気

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹  中村 文彰

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹  春田 恵利

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第一課長  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  西本 繁文

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第二課長  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  森田 昌之

  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第一課　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹  木全 芳夫

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第一課　上席主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  松原 和美

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　上席主幹兼務  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務
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 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  川嶋 哲史

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主査  境 大輔

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第二課　部長代理  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　上席主幹  森本 康秀

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  梶本 淳

  

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  渡邉 啓一

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務

 薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹  和知 功

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部　部長代理  薄板事業部鋼板輸出営業部　上席主幹  高本 達也

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室長  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室長  向山 寿一

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室　部長代理  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　上席主幹  田村 勇

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外鋼板・形  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  梅田 知弘

 鋼企画課長  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外事業管理  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  後藤 弘毅

 課長  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外鋼板・形  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  小島 健太郎

 鋼企画課　上席主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外鋼板・形  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  北澤 幸司

 鋼企画課　上席主幹  

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  津田 豪造

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外鋼板・形  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 鋼企画課　主幹   

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外事業管理  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  岩崎 宣寿

 課　主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室海外事業管理  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹  村田 博昭

 課　主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室長  東日本　工程業務部鹿島工程計画室長　鹿島駐在  高野 勝也

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室輸出物流企画課長兼務  東日本　工程業務部鹿島薄板工程室長兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室　部長代理  物流部物流室　上席主幹  中村 亮

 物流部物流企画室　部長代理兼務  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室輸出配船課長  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  浜口 和宏

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室輸出物流企画課　主幹  物流部物流室　主幹  江口 望

  



P．44

人事異動報　　第 2 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

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室輸出物流企画課　主幹  物流部物流室　主査  百崎 亨

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部輸出物流室輸出配船課　主幹  物流部物流室　主幹  廣井 県司

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室長  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室長  美島 壮

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第一課長  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第一課　主査  藤井 もゆる

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第二課長  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第二課長  馬場 望

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第二課　上  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第二課　主幹  浅野 英俊

 席主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第二課　上  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第二課　主幹  足立 匡

 席主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第二課　主  薄板事業部鋼板輸出営業部熱延鋼板輸出室第二課　主査  杉山 聡宏

 幹  

 復職  人事労政部　主査　社外勤務休職  飯島 惇

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部熱延鋼板輸出室熱延輸出第二課　主  クラカタウ ニッポンスチール シナジー社出向

 幹   

  

 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　上席主  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室　主幹  大谷 健一

 幹  

 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　主幹  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室　主査  松川 龍平

 薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主幹兼務  薄板事業部薄板営業部高耐食めっき開発室　主査兼務

 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冷表輸出  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第一課長  中村 大志郎

 第一課長  

 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冷表輸出  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第一課　主幹  福元 宏彰

 第二課長  薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹兼務

 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冷表輸出  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第一課　主幹  鈴木 孝弘

 第一課　上席主幹  

 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冷表輸出  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第一課　主査  小川 真門

 第一課　主幹  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主査兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹兼務   

  

 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冷表輸出  薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第二課　主幹  草道 祐大

 第二課　主幹  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部厚板輸出室長  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室長  鈴木 恭之

  厚板事業部　上席主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部厚板輸出室厚板輸出第一課長  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室第一課長  藤田 貴博

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部厚板輸出室厚板輸出第二課長  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室第二課長  坂下 雄祐
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部厚板輸出室厚板輸出第二課　主幹  厚板事業部厚板営業部厚板第一室　主査  工藤 元士

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部厚板輸出室厚板輸出第二課　主幹  薄板事業部鋼板輸出営業部厚板輸出室第二課　主査  黒川 遼太

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室長  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室長  杉山 泉

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室形鋼輸出課長  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  中村 拓未

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室軌条輸出課長  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　上席主幹  佐分利 永

  

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部形鋼輸出室軌条輸出課　主幹  建材事業部建材営業部海外建材・軌条室　主幹  水野 哲也

 厚板・建材事業部厚板・建材営業部土木建材室　主幹兼務  建材事業部建材営業部土木建材室　主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部　部長代理  薄板事業部自動車鋼板営業部　上席主幹  森 啓悦

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部　部長代理  薄板事業部自動車鋼板営業部　上席主幹  米澤 荘一

 グローバル事業推進本部インドＣ．Ａ．Ｐ．Ｌ．プロジェクト　部長  グローバル事業推進本部インドＣ．Ａ．Ｐ．Ｌ．プロジェクト　上席

 代理兼務  主幹兼務  

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部　部長代理  薄板事業部自動車鋼板営業部　主幹  小田村 威彦

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部　主幹  九州　総務部人事総務室　主査　大分駐在  小澤 慶

  九州　総務部大分総務室　主査兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板企画調整課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹  上々手 良平

 長  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板第一第一課長  九州　総務部人事総務室　主幹　大分駐在  庭和田 淳嗣

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板第一第二課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　上席主幹  齋藤 康正

 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　上席主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板企画調整課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹  森藤 幸博

 上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　上席主幹兼務   

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板企画調整課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹  花田 修一

 主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板企画調整課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹　  藤本 貴

 主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室自鋼板企画調整課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車材料企画室　主幹  立田 淳一

 主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹兼務   

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第一室　主幹  國安 信昭
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  加藤 克洋

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  渡部 陽介

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第三課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  生田 武

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  石田 仁彦

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主査  鍜治 拓也

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　上  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  小田 弘昭

 席主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板第二室　主幹  山本 泰宏

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第一課長  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  吉住 誠司

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第二課長  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　上席主幹  髙田 盛雄

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第一課　上席主  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  山本 真久

 幹  

 薄板事業部薄板企画室　上席主幹兼務   

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第一課　主幹  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  星子 晴彦

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第一課　主幹  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  長井 純一

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第二課　上席主  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  藤木 正人

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第二課　主幹  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹  湯浅 義夫

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室特殊鋼薄板第二課　主幹  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主査  丸田 知憲

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第一課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主幹  西野 哲平

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第二課長  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主幹  加田 雄介

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第一課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主幹  岡本 修一

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第一課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主幹  和田谷 彰宏

 幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第二課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主幹  水野 直昭

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

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  後藤 佑嘉

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第二課　主  宝鋼日鉄自動車鋼板有限公司出向

 幹   

  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室自鋼板輸出第二課　主  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板輸出室　主査  王 琳玲

 幹  

 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  中国支店　部長  須田 秀昭

 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自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主幹  廣渡 淳

 長  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室特殊鋼薄板商品技  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  福田 岳史

 術課長  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主幹  藤井 将之

 部長代理  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主幹  岸 一彦

 部長代理  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主幹  圓山 勝俊

 部長代理  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主幹  吉永 貴裕

 部長代理  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  浅原 賢治

 上席主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室自鋼板商品技術課  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  松田 英樹

 主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室特殊鋼薄板商品技  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  橋本 英生

 術課　主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室特殊鋼薄板商品技  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  松下 恵三

 術課　主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室特殊鋼薄板商品技  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  村上 寛

 術課　主幹  

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室特殊鋼薄板商品技  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹  岡本 健

 術課　主幹  薄板事業部薄板技術部薄板管理室　主幹兼務

 薄板事業部薄板技術部薄板管理室　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自動車材料企画課  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  中島 信也

 部長代理  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　部長代  薄板事業部ブリキ営業部　上席主幹  川口 嘉右衛門

 理  薄板事業部薄板企画部　上席主幹兼務

 薄板事業部自動車鋼板営業部　部長代理兼務   
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 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　部長代  薄板事業部電磁鋼板営業部　上席主幹  出口 智之

 理  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　上席主幹兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　部長代理兼務   

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　部長代  薄板事業部電磁鋼板営業部　上席主幹  林 申也

 理  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　部長代  薄板事業部ブリキ営業部　上席主幹  渡部 卓之

 理  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　上席主  薄板事業部ブリキ営業部　主幹  榎本 寛之

 幹  薄板事業部薄板企画部　主幹兼務

 薄板事業部鋼板・形鋼輸出営業部海外鋼板・形鋼企画室　上席主幹兼  薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹兼務  

 務  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹  薄板事業部電磁鋼板営業部　主幹  幸 健二

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主幹  澄川 雅史

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ国内室　主幹  渡辺 利彰

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹  薄板事業部電磁鋼板営業部　主幹  倉田 一生

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室　主幹兼務  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室　主幹兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹  薄板事業部電磁鋼板営業部　主幹  中塚 紘幸

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹兼務  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ国内室長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ国内室長  岸本 幹生

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室長兼務  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ国内室ブリキ国内第一課長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ国内室　主幹  義本 晶之

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ国内室ブリキ国内第二課長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ国内室　主査  森 貴幸

 薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主査兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室　主幹兼務   

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ国内室ブリキ国内第二課　  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ国内室　主幹  下條 鋼一郎

 上席主幹  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室長  進藤 裕二郎

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室ブリキ輸出第一課長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主幹  殿村 哲也

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室ブリキ輸出第二課長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主査  前川 真也

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室ブリキ輸出第一課　  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主幹  三好 達朗

 主幹  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ輸出室ブリキ輸出第二課　  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ輸出室　主幹　  鈴木 志保

 主幹  



P．49

人事異動報　　第 2 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

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室電磁鋼板国内第一  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室　主幹  木曽 耕一

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室電磁鋼板国内第二  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室　主幹  中野 翔人

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室電磁鋼板国内第一  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板国内室　主幹  桑原 周男

 課　上席主幹  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　上席主幹  薄板事業部薄板企画部　主幹  萱場 真樹

 薄板事業部薄板営業部　主幹兼務

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室電磁鋼板輸出第一  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹  橋本 壮史

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室電磁鋼板輸出第二  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室　主幹  渡邊 頼嗣

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室長  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室長  平田 彰彦

 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

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　部長代理  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　上席主幹  宮崎 博信

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　部長代理  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　上席主幹  髙橋 滋

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　部長代理  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　上席主幹  三好 宏二

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　上席主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  濱口 信介

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　上席主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  野田 正和

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  福谷 秀一

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  賀川 泰史

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  西山 智也

  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　主幹  薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹  髙宮 利明

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ・電磁鋼板企画室　主幹兼務  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室長  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室長  大畑 喜史

 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

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室電磁鋼板商品技術  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室　主幹  松本 卓也

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室電磁鋼板品質管理  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室　主幹  松井 伸一

 課長  

 薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室電磁鋼板商品技術  薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板技術室　主幹  荒牧 毅郎

 課　主幹  

 棒線事業部　部長代理  棒線事業部　上席主幹  中島 健
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 棒線事業部　部長代理  棒線事業部　上席主幹  田代 龍次

  

 棒線事業部　上席主幹  棒線事業部　主幹  一町 直人

  

 棒線事業部棒線企画室　上席主幹  棒線事業部棒線企画室　主幹  平野 淳一

  

 棒線事業部棒線企画室　上席主幹  棒線事業部棒線企画室　主幹  片坐 俊輔

  

 棒線事業部棒線企画室棒線企画課長  棒線事業部棒線企画室　主幹  小川 剛司

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室長  東日本　線材部君津線材工場長  青山 敦司

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室　上席主幹兼務  室蘭　棒線部加工室長  小岡 学幸

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹兼務

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室棒線企画・管理課長  棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹  岡地 範明

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室棒線企画・管理課　上席主幹  棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹  緒方 幸博

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室棒線企画・管理課　上席主幹  棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹  中嶋 武

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室棒線企画・管理課　主幹  棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹  堀 彰史

  

 棒線事業部棒線技術部棒線技術室棒線企画・管理課　主幹  棒線事業部棒線技術部棒線技術室　主幹  渡部 了

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室特殊鋼商品技術課長  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　上席主幹  長谷川 達也

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室線材商品技術課長  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　上席主幹  疋田 尚志

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室特殊鋼商品技術課　部長代理  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　上席主幹  柴田 俊太郎

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室特殊鋼商品技術課　上席主幹  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  小幡 晃久

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室特殊鋼商品技術課　主幹  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  伊藤 慎悟

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室線材商品技術課　上席主幹  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  小山 隆治

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室線材商品技術課　主幹  東日本　品質管理部君津線材管理室　主幹  高橋 幸弘

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹兼務

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室線材商品技術課　主幹  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  磯 新

  

 棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室線材商品技術課　主幹  棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  青野 通匡
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 棒線事業部棒線営業部　部長代理  棒線事業部棒線営業部　上席主幹  松畠 弘明

 棒線事業部棒線営業部棒線輸出室　部長代理兼務  棒線事業部棒線営業部棒線輸出室　上席主幹兼務

 棒線事業部棒線営業部　上席主幹  棒線事業部棒線営業部　主幹  髙橋 誠二

  

 棒線事業部棒線営業部線材室特殊線材課長  棒線事業部棒線営業部線材室　主幹  前川 英之

  

 棒線事業部棒線営業部線材室特殊線材課　主幹  棒線事業部棒線営業部線材室　主幹  山本 隆志

  

 棒線事業部棒線営業部線材室特殊線材課　主幹  棒線事業部棒線営業部線材室　主査  青木 良輔

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室長  九州　工程業務部棒線工程室長  池村 章宏

  九州　棒線部　主幹兼務

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室　上席主幹  棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室　主幹  宮澤 彰

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室棒鋼第一第一課長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室　主幹  岡本 健吾

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室棒鋼第一第二課長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室　主幹  岸 和彦

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　主幹  清水 泰

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室棒鋼第二第一課長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　上席主幹  神座 義久

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室棒鋼第二第二課長  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　主幹  平澤 昌大

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室棒鋼第二第一課　主幹  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　主幹  岡崎 英二

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室棒鋼第二第一課　主幹  名古屋支店自動車棒線室　主幹  工藤 弘幸

  

 棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室棒鋼第二第二課　主幹  棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　主査  長谷 信秀

  

 棒線事業部棒線営業部軸受室長  棒線事業部棒線営業部軸受室　主幹  萩原 崇

  

 鋼管事業部　部長代理  鋼管事業部　上席主幹  中山 健次

  

 鋼管事業部　部長代理  鋼管事業部鋼管企画部　上席主幹  鶴見 昌宣志

  

 鋼管事業部鋼管企画室鋼管調整課長  関西　工程業務部工程企画室　主幹　尼崎駐在  古口 宗樹

  関西　工程業務部鋼管工程室　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管企画室鋼管企画課長  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  土屋 寿夫

  

 鋼管事業部鋼管企画室鋼管企画課　主幹  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  下飯 卓

  鋼管事業部鋼管企画部鋼管企画室　主幹兼務
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 鋼管事業部鋼管事業開発室長  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室長  安井 宏

  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹兼務

 鋼管事業部鋼管事業開発室　部長代理  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　上席主幹  池田 裕一

  

 鋼管事業部鋼管事業開発室　上席主幹  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  早水 聰

  

 鋼管事業部鋼管事業開発室　主幹  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　主幹  清水 信哉

  鋼管事業部鋼管企画部　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管事業開発室　主幹  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  豊田 裕

  

 鋼管事業部鋼管事業開発室　主幹  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  稲田 和裕

  

 鋼管事業部鋼管事業開発室　主幹  鋼管事業部鋼管企画部鋼管事業開発室　主幹  沖野 雅樹

  

 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  上田 学

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　部長代理  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹  山野 正樹

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹  大迫 一

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹  豊田 仁寿

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹  関西　鋼管部尼崎熱間製管工場長  村上 浩亮

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　上席主幹兼務  九州　光鋼管部光鋼管技術室長  高杉 直樹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課　

 主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　上席主幹兼務  関西　鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室長  中島 崇

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　

 主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　主幹兼務  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹  添野 明雄

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室特殊管商品技術課　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　主幹兼務  関西　鋼管商品技術部継手試験サービス室長  髙野 隆寛

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課　

 主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課長  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課長  新山 文彦
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課長  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイプ商品技術  小林 純一

  課長

  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課　上席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　  坂本 真也

  主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課　上席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　  谷本 道俊

  主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課　上席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　  幡原 邦彦

  主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課　主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　  村山 量彦

 関西製鉄所鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室　主幹兼務  主幹

  関西　鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室　主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室鋼管商品技術課　主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商品技術課　  渡部 智一

 薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹兼務  主幹

  薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　部  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課長  濵本 貴洋

 長代理  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　部  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイプ商品技術  濱田 昌彦

 長代理  課　上席主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　部  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課　  今井 竜一

 長代理  上席主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　部  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課　  辻村 琢也

 長代理  上席主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　部  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室特殊管商品技術課長  松尾 洋

 長代理  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　上  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室特殊管商品技術課　主幹  暮石 哲

 席主幹  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹兼務   

 

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　上  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイプ商品技術  富岡 憲一郎

 席主幹  課　主幹

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　上席主幹兼務  鋼管事業部鋼管技術部鋼管技術室　主幹兼務  

  

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室エネルギー鋼管商品技術課　上  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイプ商品技術  村木 太郎

 席主幹  課　主幹

 鋼管事業部鋼管営業部　部長代理  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　上席主幹  佐伯 光彦

  

 鋼管事業部鋼管営業部　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部　主幹  城戸 修
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室自動車鋼管第一課長  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹  佐藤 千秋

  

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室自動車鋼管第二課長  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹  中井 隆之

  

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室自動車鋼管第一課　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹  松原 隆宏

 薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　上席主幹兼務  薄板事業部自動車鋼板営業部特殊鋼薄板室　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室自動車鋼管第一課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹  松村 剛志

  

 鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室自動車鋼管第二課　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部自動車鋼管室　主幹  小林 徹也

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課長  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  仲島 裕皓

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建産機鋼管課長  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  山崎 航

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  長谷川 宏

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  鈴木 隆文

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  石田 浩一郎

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  嶋根 明

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  牛尾 泰博

 新潟支店鋼材室　主幹兼務  新潟支店鋼材室　主幹兼務

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建材鋼管課　主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  佐々木 周

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建産機鋼管課　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹　  露無 博文

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建産機鋼管課　上席主幹  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主幹  西子 忠秀

  

 鋼管事業部鋼管営業部鋼管室建産機鋼管課　上席主幹  鋼管事業部鋼管営業部鋼管室　主幹  藤塚 敬祐

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部　部長代理  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部　上席主幹  松前 明彦

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室長  グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹  三浦 亮太

  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　上席主幹兼務

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第一課長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  國弘 哲也

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  黒田 慶一

  



P．55

人事異動報　　第 2 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

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第一課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主査  櫻井 慎一郎

 鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　主幹兼務  鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管継手技術・サービス課　

 主査兼務  

 

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課　上席主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  森 恵介

  

 復職　  人事労政部　主査　社外勤務休職  水沢 直樹

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課　主幹  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  斉藤 圭司

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主幹  木田 聡

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部油井管室油井管第二課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部油井管室　主査  坂根 直太郎

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部ラインパイプ室長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室長  正能 克悦

  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ラインパイプ室継目無鋼管課長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室　主幹  大島 雅之

 鋼管事業部　主幹兼務  鋼管事業部鋼管企画部　主幹兼務

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部ラインパイプ室溶接鋼管課長  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室　主幹  矢箆原 德明

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部ラインパイプ室継目無鋼管課　上席  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室　主幹  加藤 宗一

 主幹  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部ラインパイプ室継目無鋼管課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室　主幹  大橋 直人

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部ラインパイプ室溶接鋼管課　主幹  鋼管事業部油井管・ラインパイプ営業部ラインパイプ室　主幹  飯塚 利幸

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室長  鋼管事業部特殊管営業部特殊管室長  岡部 浩二

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室特殊管課長  鋼管事業部特殊管営業部特殊管室　主幹  水野 幹太

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課長  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主幹  菅原 理司

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室特殊管課　上席主幹  鋼管事業部特殊管営業部特殊管室　主幹  白川 明

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室特殊管課　主幹  鋼管事業部特殊管営業部特殊管室　主幹  小川 真治

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課　上席主幹  関西　工程業務部鋼管工程室　主幹  中村 顕

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課　主幹  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主幹  安永 巧

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課　主幹  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主幹  新井 秀男
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課　主幹  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主幹  藤田 亮介

  

 鋼管事業部エネルギー鋼管営業部特殊管室プラント鋼管課　主幹  鋼管事業部特殊管営業部プラント鋼管室　主査  森本 由佳子

  

 交通産機品事業部　部長代理  交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹  佐藤 真一

 交通産機品事業部交通産機品企画室　部長代理兼務  交通産機品事業部交通産機品営業部　上席主幹兼務

 交通産機品事業部交通産機品企画室長  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　主幹  萩原 剛一

  

 交通産機品事業部交通産機品企画室　部長代理  チタン事業部チタン営業部　上席主幹  南村 浩二

  

 交通産機品事業部交通産機品企画室交産品企画調整課長  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　上席主幹  河村 洋一

  

 交通産機品事業部交通産機品企画室交産品企画調整課　上席主幹  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　主幹  青島 一彦

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部　部長代理  交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹  藤村 隆志

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室　部長代理  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　上席主幹  宮井 浩

 製鋼所駐在  製鋼所駐在

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室　部長代理  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　上席主幹  松井 友吾

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室　上席主幹  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  塩野谷 岳彦

 交通産機品事業部交通産機品企画室　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企画室　主幹兼務

  

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室　主幹  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  上島 啓之

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室鉄道車両品課長  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  水野 将明

  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  西原 基成

 長  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室鉄道車両品課　  関西　鉄道車両品製造部台車設計室　主幹  谷本 基弘

 主幹　製鋼所駐在  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室鉄道車両品課　  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  宮部 成央

 主幹  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  関西　型鍛造・産機品製造部リターダ技術室長  今西 憲治

 　部長代理　製鋼所駐在  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  城 毅

 上席主幹  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  池田 英典

 主幹  

 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  関西　型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室　主幹  黒川 宣幸

 主幹　製鋼所駐在  
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 交通産機品事業部交通産機品技術部交通産機品技術室自動車産機品課  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品技術室　主幹  三浦 孝一

 主幹  

 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  池田 昌浩

  

 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企画部交通産機品企画室　上席主幹  舞山 哲也

  

 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企画部交通産機品企画室　上席主幹  住谷 泰男

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室鉄車品第一課長  交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室　主幹  佐藤 禎久

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室鉄車品第二課長  交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室　主幹  麻生 弘藏

  

 復職  人事労政部　主幹　社外勤務休職  工藤 晋

 交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室鉄車品輸出課長  日鉄諮詢（北京）有限公司（広州分公司）出向

 交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室鉄車品第二課　主幹  大阪支社鉄道車両品室　主幹  大橋 達

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室　上席主幹  交通産機品事業部交通産機品企画部交通産機品企画室　主幹  平田 陽二

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室乗用車品課長兼務  交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室長  松本 修

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室商用車品課長  交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室　上席主幹  山口 博行

 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

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室産機品課長  交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室　上席主幹  岩崎 真也

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室商用車品課　主幹  交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室　主査  神田 慎也

  

 交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室産機品課　主幹  交通産機品事業部交通産機品営業部自動車産機品室　主幹  仁賀谷 康志

  

 チタン事業部チタン企画室　部長代理  チタン事業部チタン企画室　上席主幹  渡邉 宗一郎

  

 チタン事業部チタン企画室　部長代理  チタン事業部チタン企画室　上席主幹  網田 敦一

  

 チタン事業部チタン企画室チタン企画課長  チタン事業部チタン企画室　主幹  森田 健治

  

 チタン事業部チタン企画室チタン生産調整課長  チタン事業部チタン企画室　上席主幹  間宮 拓郎

  

 チタン事業部チタン企画室チタン企画課　主幹  チタン事業部チタン企画室　主幹  大澤 弘

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹兼務  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹兼務

 チタン事業部チタン企画室チタン生産調整課　主幹  チタン事業部チタン企画室　主幹  須崎 崇博

  

 チタン事業部チタン技術部　部長代理  チタン事業部チタン技術部　上席主幹  宮城 康司
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 チタン事業部チタン技術部チタン技術室　上席主幹  チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹  梅田 繁

  

 チタン事業部チタン技術部チタン技術室　上席主幹  チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹  相澤 雅仁

 チタン事業部チタン企画室　上席主幹兼務  チタン事業部チタン企画室　主幹兼務

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室自動車・建材課長  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  山口 博幸

  

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室航空機・プラント課長  チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹  有安 望

 チタン事業部チタン技術部チタン技術室　上席主幹兼務  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹兼務

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室自動車・建材課　主幹  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  川上 哲

  

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室自動車・建材課　主幹  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  川合 洋志

 チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹兼務  チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹兼務

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室自動車・建材課　主幹  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹　名古屋駐在  井阪 正則

 名古屋駐在  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹兼務

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹兼務   

  

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室航空機・プラント課　上  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  阿部 賢

 席主幹  

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室航空機・プラント課　上  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  爲成 純一

 席主幹  

 チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室航空機・プラント課　主  チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹  松本 啓

 幹  チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹兼務

 チタン事業部チタン技術部チタン技術室　主幹兼務   

  

 チタン事業部チタン営業部　部長代理  チタン事業部チタン営業部　上席主幹  知見 徹摩

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室自動車課長  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  檀上 昌樹

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室建材課長  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  田川 剛

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室建材課　主幹  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  堀 雅人

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室建材課　主幹  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  小泉 明

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室建材課　主幹  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  長坂 知幸

  

 チタン事業部チタン営業部自動車・建材室建材課　主幹  チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  清水 健太郎

  

 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　上席主幹  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  芥川 豪男

  

 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室航空機課長  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  相馬 研一
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 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室プラント課長  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  浦本 悟

  

 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室航空機課　上席主幹  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  吉田 聖司

  

 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室プラント課　上席主幹  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  佐藤 麻里

  

 チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室プラント課　上席主幹  チタン事業部チタン営業部航空機・プラント室　主幹  三河 卓

  

   

  

 　▽室蘭製鉄所   

  

 総務部　上席主幹兼務  総務部経理室長  本間 肇

 総務部　主幹兼務

 総務部人事総務室人事課長  総務部人事総務室　主査  真柄 友輔

 総務部人事総務室総務課長兼務  

 総務部経理室経常予算課長  総務部経理室　主査  市場 広透

  

 総務部経理室財務課長  総務部財務室　主幹  堀内 智

  

 総務部労政人事室　部長代理兼務  総務部協力会社連携室長  高橋 良章

 総務部労政人事室　上席主幹兼務

 総務部労政人事室給与・厚生課長  総務部労政人事室　主査  南 耕司

  

 総務部協力会社連携室　上席主幹兼務  総務部労政人事室長  古谷 純一郎

 総務部協力会社連携室　主幹兼務

 総務部協力会社連携室作業請負課長  総務部協力会社連携室　主査  鈴木 遼

 総務部労政人事室　主幹兼務  総務部労政人事室　主査兼務

 総務部協力会連携室工事・整備請負課長  設備部エネルギー技術室　主幹  山本 光晴

  

 安全環境防災部安全健康室　主幹  安全環境防災部安全健康室　主査  工藤 進

  

 安全環境防災部環境防災室長  設備部設備管理室長  髙橋 宜久

 （本社）防災推進部　部長代理兼務  設備部設備管理室工事管理課長兼務

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  内藤 博之

 総務部　部長代理兼務  総務部　上席主幹兼務

 （本社）デジタル改革推進部　部長代理兼務   

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  

 生産技術部　上席主幹  生産技術部　主幹  木ノ本 靖雄

 工程業務部　上席主幹兼務  工程業務部　主幹兼務

 生産技術部生産技術室　上席主幹  製銑部製銑技術室　主幹  藤 徹
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 生産技術部生産技術室設備計画課長  生産技術部生産技術室　主幹  天田 貴文

  

 生産技術部生産技術室設備計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  山本 雄一郎

  

 生産技術部生産技術室設備計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  田村 諒

  

 生産技術部ＳＥＩプロジェクト室　部長代理兼務  品質管理部棒線管理室長  佐藤 元俊

 生産技術部ＳＥＩプロジェクト室　上席主幹兼務

 品質管理部棒線管理室棒鋼管理課長  品質管理部棒線管理室　主幹  西島 良二

  

 品質管理部棒線管理室線材管理課長  品質管理部棒線管理室　主幹  門田 淳

  

 品質管理部棒線管理室軸受・ばね管理課長  品質管理部棒線管理室　主幹  宮本 克己

 生産技術部ＳＥＩプロジェクト室　主幹兼務  生産技術部ＳＥＩプロジェクト室　主幹兼務

 （本社）棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹兼務  （本社）　棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹兼務  

  

 品質管理部棒線管理室棒鋼管理課　主幹  品質管理部棒線管理室　主幹  千葉 圭介

  

 品質管理部棒線管理室軸受・ばね管理課　上席主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  島影 肇

  

 品質管理部棒線管理室軸受・ばね管理課　主幹  品質管理部棒線管理室　主幹  寺角 隆太郎

 生産技術部　主幹兼務  生産技術部　主幹兼務

 工程業務部工程計画室鉄源計画課長  工程業務部工程計画室　主幹  平井 智

  

 （本社）設備・保全技術センター無機材料技術部　上席主幹兼務  製鋼部炉材室長  山本 雅章

 製銑部製銑技術室　上席主幹兼務  （本社）　設備・保全技術センター無機材料技術部　主幹兼務

 製銑部製銑技術室原料技術課長兼務  製銑部製銑技術室長  坪根 洋平

  

 製銑部コークス技術室長  製銑部コークス工場長  工藤 達也

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課長  製銑部コークス技術室　主幹  正木 健介

  

 製銑部コークス工場長  生産技術部生産技術室　主幹  小泉 聡

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長  製鋼部製鋼技術室　主査  立入 靖久

  

 棒線部棒線技術室棒鋼技術課長  棒線部棒線技術室　主幹  内藤 洋介

  

 棒線部棒線技術室線材・二次加工技術課長  棒線部棒線技術室　主幹  稲葉 健一

  

 棒線部加工室　主幹  棒線部加工室　主査  石井 康晴
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 設備部設備管理室長  設備部機械技術室長  田頭 崇治

 設備部設備管理室工事管理課長兼務  

 設備部設備管理室　上席主幹  設備部設備管理室　主幹  町垣 孝重

  

 設備部機械技術室長  設備部整備室製銑・コークス地区整備課長  斉藤 雄

  

 設備部機械技術室銑鋼圧機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  伊勢 典央

 生産技術部資源化推進室　主幹兼務  生産技術部資源化推進室　主幹兼務

 設備部制御技術室電気制御技術課長  設備部制御技術室　主査  松園 和樹

 設備部エネルギー技術室　主幹兼務  設備部エネルギー技術室　主査兼務

 設備部制御技術室計装制御技術課長兼務  設備部制御技術室長  成瀬 隆是

  

 設備部整備室長  設備部整備室製鋼地区整備課長  管野 力哉

  

 設備部整備室製銑・コークス地区整備課長  設備部機械技術室　主幹  小矢畑 亘

  

 設備部整備室製鋼地区整備課長  設備部設備管理室　主査  川島 雅之

  設備部設備管理室班長兼務

 設備部エネルギー技術室長  設備部整備室長  白土 雅浩

  

 設備部エネルギー技術室エネルギー技術課長  設備部エネルギー技術室　主幹  木村 哲朗

 設備部機械技術室　主幹兼務  設備部機械技術室　主幹兼務

 設備部エネルギー技術室エネルギー技術課　主幹  設備部エネルギー技術室　主査  安達 陽平

  

   

  

 　▽東日本製鉄所   

  

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹　鹿島駐在  簗瀬 剛

 労働・購買部　部長代理兼務  労働・購買部　上席主幹兼務

 総務部人事総務室　上席主幹兼務  総務部鹿島総務室長  久保 英士

 （本社）内部統制・監査部　上席主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 （本社）　内部統制・監査部　主幹兼務  

 

 総務部人事総務室人事第一課長  総務部人事総務室　主査  林 健太郎

  

 総務部人事総務室総務課長  総務部人事総務室　主幹  重岡 英樹

  総務部鹿島総務室　主幹兼務

 総務部人事総務室人事第一課　上席主幹  総務部人事総務室　主幹  丸山 和雄

 労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務

 総務部君津庶務室　上席主幹  総務部君津庶務室　主幹  村重 正明
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 総務部君津庶務室　上席主幹  総務部君津庶務室　主幹  錦古里 昭彦

  

 設備部土建技術室　主幹兼務免  総務部君津庶務室　主幹  大山 彰

  設備部土建技術室　主幹兼務

 総務部経理室長  総務部経理室　主幹　鹿島駐在  土井 喬弘

  総務部財務室　主幹兼務

 総務部経理室　上席主幹　鹿島駐在  技開本部　技術開発企画部経理室長  土居 健

 総務部財務室　上席主幹兼務  技開本部　技術開発企画部総務室　主幹兼務

  （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設備  

  技術企画室　主幹兼務

 総務部経理室設備予算課長  総務部経理室　主幹  忍足 武志

  

 総務部経理室経常予算総括課　主幹　鹿島駐在  総務部経理室　主幹　鹿島駐在  渡邉 義久

  

 総務部経理室品種管理第一課　主幹　釜石駐在  総務部経理室　主幹　釜石駐在  中村 修

 総務部財務室　主幹兼務  総務部財務室　主幹兼務

 総務部経理室品種管理第一課　主幹　鹿島駐在  総務部経理室　主査　鹿島駐在  大貫 彰子

  

 総務部経理室設備予算課　主幹  総務部経理室　主査  大里 創

  

 総務部財務室決算総括課長  総務部財務室　主幹  高山 利幸

  

 総務部財務室固定資産管理課長  総務部財務室　主査  村石 裕暁

  

 総務部財務室棚卸資産管理課長　鹿島駐在  総務部財務室　主幹　鹿島駐在  熊谷 孝喜

  

 総務部財務室固定資産管理課　主幹　鹿島駐在  総務部財務室　主幹　鹿島駐在  浅野 佳央

  

 労働・購買部　部長代理  厚板部　主幹  安井 洋二

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  労働・購買部協力会社連携室長  小林 誠

 労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 労働・購買部労政人事室労働人事第二課長　鹿島駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　鹿島駐在  堺 裕哉

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室労働人事第一課　主幹　直江津駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　直江津駐在  西坂 啓

 総務部直江津総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  総務部直江津総務室　主幹兼務  

 総務部人事総務室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室労働人事第一課　主幹　釜石駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　釜石駐在  菅野 朋幸

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室給与・厚生課　主幹　鹿島駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　鹿島駐在  中島 彰一
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 労働・購買部労政人事室給与・厚生課　主幹　鹿島駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　鹿島駐在  西本 勝也

  

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  落合 琢也

  

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹　釜石駐在  労働・購買部協力会社連携室　主幹　釜石駐在  小国 圭吾

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務  総務部釜石総務室　主幹兼務

 （本社）人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務  

 総務部釜石総務室　主幹兼務  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 労働・購買部購買室　上席主幹  労働・購買部購買室　主幹  堀口 尋史

  

 労働・購買部購買室原料課長  労働・購買部購買室　主幹  齋藤 智樹

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  

 労働・購買部購買室資材課長  労働・購買部購買室　主幹　鹿島駐在  山下 順司

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹　釜石駐在  労働・購買部購買室　主幹　釜石駐在  千田 裕

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部購買室資材課　主幹　直江津駐在  労働・購買部購買室　主幹　直江津駐在  竹田 和雄

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹　鹿島駐在  労働・購買部購買室　主幹　鹿島駐在  片岡 武雄

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  宮本 俊明

  

 安全環境防災部鹿島安全健康室　上席主幹  安全環境防災部鹿島安全健康室　主幹  佐栁 光昭

  

 安全環境防災部鹿島安全健康室　上席主幹  安全環境防災部鹿島安全健康室　主幹  春田 唯伺

  

 安全環境防災部鹿島安全健康室　上席主幹  製鋼部鹿島第二製鋼工場長  遠藤 隆智

  

 安全環境防災部鹿島安全健康室　上席主幹  安全環境防災部鹿島安全健康室　主幹  田中 完

  

 安全環境防災部釜石安全環境防災室長  製鋼部製鋼技術室　主幹　鹿島駐在  佐藤 康弘

  

 総務部　上席主幹兼務免  安全環境防災部環境防災室長  河井 信明

 （本社）防災推進部　部長代理兼務  総務部　上席主幹兼務

  （本社）　防災推進部　上席主幹兼務  

  

 安全環境防災部環境防災室　主幹  安全環境防災部環境防災室　主査  森 紀之
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 生産技術部　部長代理兼務  製銑部製銑技術室　上席主幹　鹿島駐在  大根 公一

 資源化推進部資源化推進室　部長代理兼務  生産技術部　上席主幹兼務

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務  

 

 生産技術部　上席主幹兼務  工程業務部工程企画室長  河井田 博昭

 生産技術部　主幹兼務

 生産技術部生産技術室　部長代理　鹿島駐在  生産技術部生産技術室　上席主幹　鹿島駐在  馬場 宣彰

  

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  チタン部チタン技術室長  弘田 道久

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務

 生産技術部生産技術室　上席主幹　鹿島駐在  生産技術部生産技術室　主幹　鹿島駐在  才木 康寛

  

 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部生産技術室　主幹  田代 学

  

 生産技術部生産技術室　上席主幹　鹿島駐在  生産技術部設備計画室　主幹  中切 孝夫

 製鋼部製鋼技術室　上席主幹兼務  

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  工程業務部君津工程計画室長  倉原 尚良

 生産技術部生産技術室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課長  生産技術部生産技術室　主幹  植山 信二郎

 工程業務部君津工程計画室　部長代理兼務  工程業務部君津工程計画室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室開発・知財課長  生産技術部生産技術室　主幹  川上 直樹

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  宮本 浩一

 （本社）　知的財産部　主幹兼務  （本社）　知的財産部　主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主査  岩澤 英輔

  

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  大賀 信太郎

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  阿久津 治

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹　鹿島駐在  生産技術部生産技術室　主幹　鹿島駐在  前田 光秀

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹　鹿島駐在  生産技術部生産技術室　主幹　鹿島駐在  細谷 憲孝

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  征矢 勝秀

 設備部プロセス技術室　主幹兼務  設備部プロセス技術室　主幹兼務

 生産技術部IEソリューション室長  生産技術部ものづくり基盤推進室長  中尾 憲午

 （本社）デジタル改革推進部　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）技術総括部　部長代理兼務   

 

 生産技術部IEソリューション室　上席主幹　鹿島駐在  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹　鹿島駐在  一柳 安正
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 生産技術部IEソリューション室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹  宇井 憲司

  

 生産技術部IEソリューション室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主査  梶原 働

  

 生産技術部IEソリューション室　主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹  大野 諒介

 生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹兼務

 生産技術部設備計画室　部長代理  生産技術部設備計画室　上席主幹  中村 毅一郎

  

 生産技術部設備計画室　主幹  設備部君津熱延・厚板整備室熱延機械整備課長  森 陽平

  

 生産技術部設備計画室　主幹  生産技術部設備計画室　主査  西田 育生

  

 生産技術部設備計画室　主幹  生産技術部設備計画室　主査  三枝 純己

  

 品質管理部　部長代理  品質管理部　上席主幹  吉岡 紀幸

  

 品質管理部品質保証室　部長代理　鹿島駐在  品質管理部品質保証室　上席主幹　鹿島駐在  長谷川 和彦

  

 品質管理部品質保証室品質保証課長　鹿島駐在  品質管理部品質保証室　主幹　鹿島駐在  古川 純

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  清水 博之

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  大橋 勇一

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹　鹿島駐在  品質管理部品質保証室　主幹　鹿島駐在  三沢 明宏

  

 品質管理部品質保証室試験分析・証明課　主幹　鹿島駐在  品質管理部品質保証室　主幹　鹿島駐在  高原 雅男

  

 品質管理部一貫管理室一貫管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  日吉 啓

  

 品質管理部一貫管理室鉄源管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  上田 敏澄

  

 品質管理部一貫管理室機動課長  品質管理部一貫管理室　主幹  谷 雅弘

  

 品質管理部一貫管理室一貫管理課　主幹  品質管理部鹿島一貫管理室　主幹  栗本 英典

  

 品質管理部鹿島一貫管理室鹿島一貫管理課長  品質管理部鹿島一貫管理室　主査  伊藤 正秀

  

 品質管理部鹿島一貫管理室鹿島鉄源管理課長  品質管理部鹿島一貫管理室　主幹  湊 出

  

 品質管理部鹿島一貫管理室鹿島一貫管理課　主幹  品質管理部鹿島一貫管理室　主幹  柏木 宏之
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 品質管理部鹿島厚板管理室鹿島厚板管理課長  品質管理部鹿島厚板管理室　主幹  小栗 正裕

  

 品質管理部鹿島厚板管理室鹿島厚板商品企画課長  品質管理部鹿島厚板管理室　主幹  大久保 武史

  

 品質管理部鹿島厚板管理室鹿島厚板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島厚板管理室　主幹  弓野 公久

  

 品質管理部鹿島厚板管理室鹿島厚板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島厚板管理室　主幹  原 宗理

 品質管理部君津厚板管理室　主幹兼務  品質管理部君津厚板管理室　主幹兼務

 品質管理部君津厚板管理室君津厚板管理課長  品質管理部君津厚板管理室　主幹  福永 和洋

  

 品質管理部君津厚板管理室君津厚板商品企画課長  品質管理部君津厚板管理室　主幹  臼井 眞介

 品質管理部鹿島厚板管理室　上席主幹兼務  品質管理部鹿島厚板管理室　主幹兼務

 品質管理部君津厚板管理室君津厚板管理課　主幹  品質管理部君津厚板管理室　主幹  筒井 一輝

  

 品質管理部君津厚板管理室君津厚板商品企画課　主幹  品質管理部君津厚板管理室　主査  石橋 清司

 品質管理部鹿島厚板管理室　主幹兼務  品質管理部鹿島厚板管理室　主査兼務

 品質管理部君津厚板管理室君津厚板商品企画課　主幹  品質管理部君津厚板管理室　主幹  古川 洋嗣

  

 品質管理部鹿島薄板管理室　部長代理  品質管理部鹿島薄板管理室　上席主幹  曽山 智之

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課長  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  杉本 純

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島冷め管理課長  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  松永 貴裕

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島薄板商品企画課長  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  山田 隆之

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  中村 哲成

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  佐藤 直広

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  菊地 祐久

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  須山 研多郎

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島熱薄管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  砂田 誠

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島冷め管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  大杉 幸生

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島冷め管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  北風 泰裕

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島冷め管理課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  笠木 泰雄
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 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島薄板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  涌田 憲一朗

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島薄板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  梶山 栄二

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島薄板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  安井 淳

  

 品質管理部鹿島薄板管理室鹿島薄板商品企画課　主幹  品質管理部鹿島薄板管理室　主幹  江崎 員人

  

 品質管理部君津薄板管理室　部長代理  品質管理部君津薄板管理室　上席主幹  吉野 雅彦

 （本社）薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　部長代理兼務  （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

 品質管理部君津薄板管理室　部長代理  品質管理部君津薄板管理室　上席主幹  長瀬 孫則

  

 品質管理部君津薄板管理室君津熱薄管理課長  品質管理部君津薄板管理室　主幹  土田 真也

  

 品質管理部君津薄板管理室君津冷め管理課長  品質管理部君津薄板管理室　主幹  牧野 文昭

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課長  品質管理部君津薄板管理室　主幹  南 昭暢

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　上席主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  柴田 和三

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　上席主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  井上 郁也

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　上席主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  山﨑 薫

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　上席主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  後藤 英仁

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  池田 卓穂

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  田中 曉

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  本田 和彦

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  湯淺 健正

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  白井 健太朗

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  篠原 武志

  

 品質管理部君津薄板管理室君津薄板商品企画課　主幹  品質管理部君津薄板管理室　主幹  本田 泰三

  

 品質管理部君津線材管理室君津線材管理課長  品質管理部君津線材管理室　主幹  鳴海 涼
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 品質管理部君津線材管理室君津線材商品企画課長  品質管理部君津線材管理室　主幹  冨澤 秀世

  

 品質管理部君津線材管理室君津線材商品企画課　主幹  品質管理部君津線材管理室　主幹  室賀 也康

 品質管理部一貫管理室　主幹兼務

 品質管理部君津線材管理室君津線材商品企画課　主幹  品質管理部君津線材管理室　主幹  高島 真

  

 品質管理部釜石線材管理室釜石線材商品企画課長  品質管理部釜石線材管理室　主幹  万城目 正樹

  

 線材部　部長代理兼務  品質管理部君津線材管理室長  中村 謙一

 品質管理部釜石線材管理室長兼務

 品質管理部釜石線材管理室釜石線材管理課長兼務  線材部　上席主幹兼務  

  

 品質管理部釜石線材管理室釜石線材商品企画課　上席主幹  品質管理部釜石線材管理室　主幹  小宮 伸介

  

 品質管理部釜石線材管理室釜石線材商品企画課　主幹  品質管理部釜石線材管理室　主幹  細川 浩一

  

 品質管理部鹿島形鋼管理室鹿島大形管理課長  品質管理部鹿島形鋼管理室　主幹  光安 和章

 形鋼部形鋼技術室　主幹兼務  形鋼部形鋼技術室　主幹兼務

 形鋼部　上席主幹兼務  品質管理部鹿島形鋼管理室長  西尾 大

 品質管理部鹿島形鋼管理室鹿島溶接形鋼管理課長兼務  形鋼部　主幹兼務

 鋼管部　上席主幹兼務免  品質管理部君津大径管管理室長  髙橋 伸彰

 品質管理部君津ソリューション室　上席主幹兼務

  鋼管部　上席主幹兼務  

  

 品質管理部君津大径管管理室UO鋼管管理課長  品質管理部君津大径管管理室　主幹  茂木 征史

  

 品質管理部君津大径管管理室UO鋼管管理課　主幹  品質管理部君津大径管管理室　主幹  渡邉 満

  

 品質管理部君津大径管管理室UO鋼管管理課　主幹  品質管理部君津大径管管理室　主査  岩﨑 大悟

  

 品質管理部君津小径管管理室　上席主幹  品質管理部君津小径管管理室　主幹  北村 幸照

 （本社）鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　上席主幹兼務  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室自動車管・建材管商

 品技術課　主幹兼務  

  

 復職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  竹津 克彦

 品質管理部チタン管理室　上席主幹  日鉄ステンレス㈱出向

 品質管理部君津ソリューション室ソリューション第一課長  品質管理部君津ソリューション室　主幹  広瀬 智史

 技術開発本部東日本技術研究部薄板・表面処理研究室　主幹研究員兼  技開本部　東日本技術研究部　主幹研究員兼務

 務   

  

 品質管理部君津ソリューション室ソリューション第二課長  品質管理部君津ソリューション室　主幹  豊川 伸
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 品質管理部君津ソリューション室ソリューション第二課　主幹  品質管理部君津ソリューション室　主幹  崎山 達也

  

 工程業務部工程企画室工程企画課長  工程業務部工程企画室　主幹  川名 潤一

  

 工程業務部工程企画室工程企画課　主幹　鹿島駐在  工程業務部工程企画室　主幹　鹿島駐在  渡辺 義幸

 工程業務部鹿島鋼管工程室　主幹兼務  工程業務部鹿島鋼管工程室　主幹兼務

 工程業務部工程企画室工程企画課　主幹　鹿島駐在  工程業務部工程企画室　主幹　鹿島駐在  荒木 俊昭

  

 工程業務部鹿島工程計画室長  工程業務部工程企画室　主幹　鹿島駐在  武内 慎吾

 工程業務部工程企画室　上席主幹兼務  

 工程業務部鹿島工程計画室鹿島工程計画課長  工程業務部鹿島工程計画室　主幹  大杉 正洋

  

 工程業務部鹿島工程計画室鹿島薄板計画課長  工程業務部鹿島工程計画室　主幹  片岡 賢

  

 工程業務部鹿島工程計画室分譲計画課長  工程業務部鹿島工程計画室　主幹  酒井 昭博

  

 工程業務部鹿島工程計画室鹿島生産管制課長  工程業務部鹿島工程計画室　主幹  宮沢 剛徳

 工程業務部鹿島工程計画室鹿島生産管制課薄板管制係長兼務  工程業務部鹿島工程計画室薄板管制係長兼務

 工程業務部君津工程計画室君津薄板計画課長  工程業務部君津工程計画室　主幹  下川 宜弘

  

 工程業務部君津工程計画室君津薄板計画課　上席主幹  工程業務部君津工程計画室　主幹  鈴木 幸雄

  

 工程業務部君津厚板工程室君津厚板計画課長  工程業務部君津厚板工程室　主査  千崎 信

 厚板部厚板基盤強化室　主幹兼務  工程業務部工程企画室　主査兼務

  

  

 工程業務部鹿島薄板工程室長  （本社）　薄板事業部鋼板輸出営業部冷延・表面処理鋼板輸出室第二  小松 広徳

 課長

  （本社）　薄板事業部薄板営業部薄板第一室　主幹兼務  

  

 工程業務部鹿島薄板工程室鹿島薄板企画課長  工程業務部鹿島薄板工程室　主査  宮﨑 健輔

 工程業務部鹿島薄板工程室鹿島冷め進度課長兼務  

 工程業務部君津薄板工程室君津薄板輸出進度課長  工程業務部君津薄板工程室　主幹  大野 薫

  

 工程業務部君津線材工程室君津線材計画課長  工程業務部君津線材工程室　主幹  田留 晋吉

  

 工程業務部君津線材工程室君津線材進度課長兼務  工程業務部君津線材工程室長  木村 仁一

  

 工程業務部釜石工程業務室釜石線材工程課長  工程業務部釜石工程業務室　主幹  吉岡 悠太

  

 工程業務部釜石工程業務室釜石出荷課長兼務  工程業務部釜石工程業務室長  小田 益久
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 工程業務部君津形鋼工程室君津形鋼進度課長兼務  工程業務部君津形鋼工程室長  宮崎 伸彦

  

 工程業務部鹿島鋼管工程室鹿島小径管進度課長  工程業務部鹿島鋼管工程室　主幹  白石 守

  

 工程業務部直江津工程業務室形鋼・プレス工程課長  工程業務部直江津工程業務室　主幹  有坂 成太

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 工程業務部直江津工程業務室薄板工程課長  工程業務部直江津工程業務室　主幹  八木 貴儀

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島物流企画課長  工程業務部鹿島物流室　主幹  川上 大

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島物流技術課長  工程業務部鹿島物流室　主幹  鈴木 健司

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島出荷調整課長  工程業務部鹿島物流室　主幹  松吉 健太郎

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島物流企画課　主幹  工程業務部鹿島物流室　主幹  鈴木 明宏

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島物流技術課　上席主幹  工程業務部鹿島物流室　主幹  塩入 亮

  

 工程業務部鹿島物流室鹿島物流技術課　主幹  工程業務部鹿島物流室　主幹  東 栄二

  

 工程業務部君津物流室君津物流企画課長  工程業務部君津物流室　主幹  鳥飼 健司

  

 工程業務部君津物流室君津物流技術課長  工程業務部君津物流室　主幹  井元 浩一

  

 工程業務部君津物流室君津出荷調整課長  工程業務部君津物流室　主幹  鈴木 卓也

  

 工程業務部君津物流室君津出荷課長  工程業務部君津物流室出荷課長  播磨 昌史

  

 工程業務部君津物流室君津物流企画課　主幹  工程業務部君津物流室　主幹  野間 克俊

  

 資源化推進部資源化推進室ダストリサイクル課長  資源化推進部資源化推進室　主幹  冨野 伸一郎

 資源化推進部資源化推進室ダストリサイクル技術課長兼務  資源化推進部　主幹兼務

 資源化推進部資源化推進室ダストリサイクル課長兼務  

 

 資源化推進部資源化推進室資源化推進技術課長兼務  資源化推進部資源化推進室長  山本 充

  

 資源化推進部資源化推進室資源化推進技術課　主幹  資源化推進部資源化推進室　主幹  白濱 正幸

  

 資源化推進部資源化推進室資源化推進技術課　主幹　鹿島駐在  資源化推進部資源化推進室　主幹　鹿島駐在  大久保 聡彦

 製銑部製銑技術室　主幹兼務  製銑部製銑技術室　主幹兼務

 資源化推進部資源化推進室ダストリサイクル技術課　主幹  資源化推進部資源化推進室　主幹  伊藤 直行

 製銑部　主幹兼務
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 資源化推進部スラグ室　上席主幹　鹿島駐在  資源化推進部資源化推進室　主幹　鹿島駐在  上山 隆徳

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務  資源化推進部スラグ室　主幹兼務

 資源化推進部スラグ室スラグ業務管理課長  資源化推進部スラグ室　主査  西島 諭

  

 資源化推進部スラグ室スラグ営業課長　鹿島駐在  資源化推進部スラグ室　主幹　鹿島駐在  佐々木 剛

  

 資源化推進部スラグ室スラグ業務管理課　主幹　鹿島駐在  資源化推進部スラグ室　主幹　鹿島駐在  吉田 健太郎

  

 資源化推進部スラグ室スラグ営業課　主幹  資源化推進部スラグ室　主幹  窪田 太

  

 資源化推進部スラグ室スラグ営業課　主幹  資源化推進部スラグ室　主幹  新井 清人

  

 製銑部　部長代理　鹿島駐在  製銑部鹿島高炉工場長  太田 武

  製銑部鹿島高炉工場設備管理課長兼務

 製銑部製銑技術室製銑企画課長　鹿島駐在  製銑部製銑技術室　主幹　鹿島駐在  渡邊 健太

  製銑部鹿島高炉工場　主幹兼務

 製銑部製銑技術室高炉技術課長  製銑部製銑技術室　主幹  高坂 吾郎

  

 製銑部製銑技術室原料技術課長　鹿島駐在  製銑部製銑技術室　主幹　鹿島駐在  戸田 欣樹

  

 製銑部製銑技術室製銑企画課　主幹　鹿島駐在  製銑部製銑技術室　主幹　鹿島駐在  宮下 重人

 製銑部コークス技術室　主幹兼務  製銑部コークス技術室　主幹兼務

 製銑部製銑技術室製銑企画課　主幹  製銑部製銑技術室　主査  伊地知 大

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課　主幹  製銑部製銑技術室　主査  稲吉 篤

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課長　鹿島駐在  製銑部コークス技術室　主幹　鹿島駐在  今村 圭太

  

 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課長　鹿島駐在  製銑部鹿島コークス工場　主幹  村岡 文裕

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課　主幹  製銑部コークス技術室　主幹  細島 拓郎

  

 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課　上席主幹　鹿島駐在  製銑部鹿島コークス工場　主幹  本間 裕敏

 設備部　主幹兼務

 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課　主幹  製銑部コークス技術室　主幹  桑原 弘行

  

 製銑部鹿島高炉工場長  （本社）　技術総括部設備計画室　主幹  伊丹 佳宏

 鹿島高炉工場設備管理課課長兼務  

 製鋼部　部長代理　鹿島駐在  生産技術部　上席主幹　鹿島駐在  菊池 潤

  

 製鋼部製鋼技術室　上席主幹　鹿島駐在  製鋼部製鋼技術室　主幹　鹿島駐在  安藝 弘
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 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長  製鋼部君津第二製鋼工場精錬課長  浅見 千裕

  

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  沖 剛

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課長兼務  製鋼部製鋼技術室長  中島 隆雄

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  藏谷 秀也

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  東 豊一郎

  

 製鋼部炉材室炉材技術課長　鹿島駐在  製鋼部炉材室鹿島炉材整備課長  德田 玄聖

  

 製鋼部炉材室炉材技術課　主幹  製鋼部炉材室　主幹  小林 正則

  

 製鋼部炉材室炉材技術課　主幹  製鋼部炉材室　主幹  横田 秀樹

  

 製鋼部鹿島第二製鋼工場長  （本社）　製鋼技術部　主幹  加藤 雄一郎

  

 製鋼部君津第二製鋼工場精錬課長  生産技術部設備計画室　主査  権田 義明

  

 厚板部　部長代理兼務  品質管理部君津厚板管理室長  長井 嘉秀

 厚板部　上席主幹兼務

 厚板部　上席主幹兼務  品質管理部鹿島厚板管理室長  秦 知彦

 厚板部　主幹兼務

 厚板部厚板技術室　上席主幹　鹿島駐在  厚板部厚板技術室　主幹　鹿島駐在  小瀬川 淳

 厚板部厚板基盤強化室　上席主幹兼務  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課長　鹿島駐在  厚板部厚板技術室　主幹　鹿島駐在  石橋 寿啓

  

 厚板部厚板技術室厚板圧延技術課長兼務  厚板部厚板技術室長  儘田 伸彦

  

 厚板部厚板技術室厚板圧延技術課　主幹　鹿島駐在  厚板部厚板技術室　主幹　鹿島駐在  河野 美智雄

  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課　主幹  厚板部厚板技術室　主幹  山本 龍司

  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課　主幹  厚板部厚板技術室　主幹  和泉 亮

  

 厚板部厚板基盤強化室長  厚板部君津厚板工場長  関 智紀

  

 厚板部厚板基盤強化室　上席主幹  厚板部厚板技術室　主幹  久恒 貴史

  

 厚板部君津厚板工場長  （本社）　厚板事業部厚板技術部厚板技術室　主幹  渡辺 大介
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 薄板部　部長代理  薄板部　上席主幹  濵口 勝洋

  

 薄板部　部長代理兼務  品質管理部鹿島薄板管理室長  山内 一忠

 薄板部　上席主幹兼務

 薄板部　部長代理兼務  品質管理部君津薄板管理室長  村里 映信

 薄板部　上席主幹兼務

 薄板部　上席主幹  薄板部　主幹  内田 啓史

  

 薄板部薄板企画室　部長代理　鹿島駐在  薄板部薄板企画室　上席主幹　鹿島駐在  岩瀬 二郎

  

 薄板部薄板企画室　部長代理  薄板部薄板企画室　上席主幹  小出 太郎

  

 薄板部薄板企画室　上席主幹  薄板部薄板企画室　主幹  河村 正孝

  

 薄板部薄板企画室　上席主幹  薄板部薄板企画室　主幹  橋本 邦彦

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課長  薄板部熱延技術室　主幹  栗山 進吾

  

 薄板部熱延技術室熱延品質技術課長  薄板部熱延技術室　主幹  岩里 直久

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課長　鹿島駐在  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  辻村 潤一

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　上席主幹　鹿島駐在  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  武衛 康彦

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　上席主幹  薄板部薄板企画室　主幹  阪本 浩一

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　主幹  薄板部君津熱延工場熱延課長  中田 達也

  

 薄板部熱延技術室熱延品質技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  永野 敬太郎

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課　上席主幹　鹿島駐在  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  太田 武

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  川原 啓史

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  矢野 竜太郎

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課長  薄板部熱延技術室　主幹  西村 太志

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  山田 和寿

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部冷延めっき技術室　主幹　鹿島駐在  岡田 敦司
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 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  平田 崇

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部冷延めっき技術室　主幹　鹿島駐在  北澤 貴幸

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　上席主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  齋藤 秋男

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　上席主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  中川 順

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　上席主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  畑中 英利

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　上席主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  内田 智史

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部冷延めっき技術室　主幹　鹿島駐在  森川 雅博

  

 復職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  飛澤 克紀

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹　鹿島駐在  薄板部冷延めっき技術室　主幹　鹿島駐在  細野 義行

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  細川 智明

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹  薄板部薄板企画室　主幹  小原 裕樹

  

 薄板部鹿島熱延工場長  薄板部熱延技術室　主幹　鹿島駐在  加賀 仁

  

 薄板部鹿島精整検査室長  品質管理部鹿島薄板管理室　上席主幹  野口 之彦

  

 薄板部君津熱延工場熱延課長  薄板部熱延技術室　主幹  笹原 いつか

  

 線材部線材技術室君津鋼片・線材技術課長  線材部君津線材工場線材課長  小山 陽平

  

 線材部線材技術室釜石鋼片・線材技術課長  線材部線材技術室　主幹　釜石駐在  菅原 亮太

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 線材部線材技術室釜石鋼片・線材技術課　主幹  線材部線材技術室　主幹　釜石駐在  中島 健治

 （本社）情報システム部東日本システム室　主幹兼務  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  生産技術部システム室　主幹兼務  

 

 線材部君津線材工場長  線材部線材技術室　主幹  多田 達誠

  

 形鋼部形鋼技術室大形技術課長　鹿島駐在  形鋼部形鋼技術室　主幹　鹿島駐在  江藤 光之

  

 形鋼部形鋼技術室溶接形鋼技術課長　鹿島駐在  形鋼部形鋼技術室　主幹　鹿島駐在  岩井 彫生
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 形鋼部形鋼技術室大形技術課　主幹　鹿島駐在  形鋼部形鋼技術室　主幹　鹿島駐在  小玉 稔智

  

 鋼管部　部長代理兼務  品質管理部君津小径管管理室長  橋本 仁

 鋼管部　上席主幹兼務

 鋼管部　上席主幹  （本社）　建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部スパイラル鋼管技  村益 将友

  術室長

  （本社）　建材事業部建材企画室　主幹兼務  

  

 鋼管部小径管技術室小径管技術課長　鹿島駐在  鋼管部小径管技術室　主幹　鹿島駐在  奥村 史生

  

 鋼管部小径管技術室小径管技術課　主幹  鋼管部小径管技術室　主幹  瀨林 隆郁

 工程業務部君津鋼管工程室　主幹兼務  工程業務部君津鋼管工程室　主幹兼務

 鋼管部小径管技術室小径管技術課　主幹　鹿島駐在  鋼管部小径管技術室　主幹　鹿島駐在  佐藤 一宏

  

 鋼管部小径管技術室小径管技術課　主幹  鋼管部小径管技術室　主査  髙橋 和也

  

 チタン部　部長代理  チタン部　上席主幹  岩崎 信吾

 安全環境防災部直江津安全環境防災室　部長代理兼務  安全環境防災部直江津安全環境防災室　上席主幹兼務

 チタン部チタン技術室　部長代理兼務  チタン部チタン技術室　上席主幹兼務  

 

 チタン部　部長代理兼務  品質管理部チタン管理室長  荒井 和弘

 チタン部　上席主幹兼務

 チタン部　上席主幹兼務  設備部直江津設備室長  成島 晋一郎

 チタン部　主幹兼務

 チタン部チタン技術室形鋼・プレス技術課長  チタン部チタン技術室　主幹  北浦 知之

 品質管理部チタン管理室　主幹兼務  品質管理部チタン管理室　主幹兼務

 チタン部チタン技術室薄板技術課長  チタン部チタン技術室　主査  西脇 想祐

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  生産技術部ものづくり基盤推進室　主査兼務

 設備部設備管理室鹿島設備管理課長  設備部設備管理室　上席主幹　鹿島駐在  大島 智

 設備部調達支援技術室　部長代理兼務  設備部調達支援技術室　上席主幹兼務

 設備部設備技術企画室　部長代理兼務   

 

 設備部設備管理室君津設備管理課長  設備部君津製銑整備室長  早川 浩平

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  

 設備部設備管理室鹿島設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹　鹿島駐在  山本 一郎

  

 設備部設備管理室鹿島設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹　鹿島駐在  榊巻 浩

 設備部機械技術室　主幹兼務  設備部機械技術室　主幹兼務

 設備部機械技術室　主幹兼務   

  

 設備部設備管理室鹿島設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹　鹿島駐在  黒田 泰樹
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 設備部設備管理室君津設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹  丸山 孝一

  

 設備部設備管理室君津設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹  横田 伸一

  

 設備部設備管理室君津設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹  柿﨑 佑太

  

 設備部工事管理室長　鹿島駐在  設備部鹿島中央整備室長  久冨 泰紀

 設備部中央整備室　上席主幹兼務  設備部君津中央整備室　主幹兼務

 設備部設備技術企画室　部長代理兼務  設備部制御技術室長  二家本 隆

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  エネルギー部エネルギー技術室長  伊豆川 大士

 設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部設備技術企画室　主幹  設備部設備技術企画室　主査  車田 健太郎

 設備部設備管理室　主幹兼務  設備部設備管理室　主査兼務

 設備部機械技術室長  設備部君津製鋼整備室長  成田 泰

  

 設備部機械技術室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹  松井 一彦

  

 設備部機械技術室鹿島製銑機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  壱岐 良輔

  

 設備部機械技術室鹿島製鋼機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  油 浩一郎

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部機械技術室鹿島圧延機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  吉田 純一

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  安西 修

  

 設備部機械技術室君津製鋼機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  外薗 義弘

  

 設備部機械技術室君津圧延機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  難波 則夫

  

 設備部機械技術室鹿島製鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  矢野 貴博

  

 設備部機械技術室鹿島圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  安彦 弘

  

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　上席主幹  設備部機械技術室　主幹  江口 伸介

  

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  木村 英敏

  

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  村田 進

 設備部君津製銑整備室　主幹兼務  設備部君津製銑整備室　主幹兼務

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  新田 洋文

 設備部調達支援技術室　主幹兼務  設備部調達支援技術室　主幹兼務
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 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  矢野 亮

  

 設備部機械技術室君津製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  原田 秀樹

  

 設備部機械技術室君津製鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  三木 晃太郎

  

 設備部機械技術室君津製鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主査  山田 亮一

  

 設備部機械技術室君津圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  高橋 英樹

  

 設備部機械技術室君津圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  加藤 哲也

  

 設備部機械技術室君津圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主査  西口 直

  

 設備部制御技術室　主幹  設備部制御技術室　主査  赤木 一彦

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主査兼務

 設備部制御技術室鹿島銑鋼制御技術課長  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  杉本 重明

  

 設備部制御技術室鹿島圧延制御技術課長  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  伊坂 聡

  

 設備部制御技術室鹿島電計保全技術課長  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  渡部 敦

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  設備部設備管理室　主幹兼務

 設備部制御技術室君津銑鋼制御技術課長  設備部制御技術室　上席主幹  北河 茂

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  瀬野 聡

  

 設備部制御技術室君津計装制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  四宮 宏一

  

 設備部制御技術室君津電計保全技術課長  設備部制御技術室　主幹  小沢 祐司

  

 設備部制御技術室鹿島銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  佐々木 浩二

  

 設備部制御技術室鹿島銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  黒澤 淳志

  

 設備部制御技術室鹿島圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  小倉 健嗣

  

 設備部制御技術室鹿島圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  永津 雄一郎

  

 設備部制御技術室鹿島圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  柴田 雅希

  

 設備部制御技術室鹿島圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　鹿島駐在  椎原 秀行
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 設備部制御技術室君津銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  石井 忠

  

 設備部制御技術室君津銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  加藤 啓司

  

 設備部制御技術室君津銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  吉松 隆雄

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  高橋 健一郎

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  森川 謙太

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  北 直樹

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  山中 祥史

  

 設備部制御技術室君津圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  竹内 努

  

 設備部制御技術室君津計装制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  波多野 利和

  

 設備部制御技術室君津計装制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  高橋 徹雄

  

 設備部プロセス技術室長　鹿島駐在  設備部プロセス技術室　上席主幹　鹿島駐在  齋藤 俊明

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  生産技術部生産技術室　上席主幹兼務

 設備部プロセス技術室鹿島プロセス技術課長  設備部プロセス技術室　主幹　鹿島駐在  田村 武

  

 設備部プロセス技術室君津プロセス技術課長  技開本部　プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室  坂本 明洋

  　主幹研究員

 設備部プロセス技術室鹿島プロセス技術課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹　鹿島駐在  飯田 眞一郎

  

 設備部プロセス技術室鹿島プロセス技術課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹　鹿島駐在  木村 義久

  

 設備部プロセス技術室鹿島プロセス技術課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹　鹿島駐在  佐藤 弘孝

  

 設備部プロセス技術室君津プロセス技術課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹  大橋 徹

  

 設備部土建技術室長  設備部土建技術室　主幹  榎田 忠宏

 総務部君津庶務室　上席主幹兼務  総務部君津庶務室　主幹兼務

 設備部土建技術室鹿島土建技術課長  九州　設備部土建技術室　主幹  梶谷 善之

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  

 設備部土建技術室君津土建技術課長  設備部土建技術室　主幹  稲葉 一樹

  

 設備部土建技術室鹿島土建整備課長  設備部土建技術室土建整備課長  杉野 仁彦
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 設備部土建技術室君津土建整備課長  設備部土建技術室　主幹  小城 聡志

  

 設備部土建技術室鹿島土建技術課　上席主幹  設備部土建技術室　主幹　鹿島駐在  岩本 豊

  

 設備部土建技術室鹿島土建技術課　上席主幹  設備部土建技術室　主幹　鹿島駐在  木村 孝範

 資源化推進部スラグ室　主幹兼務

 設備部中央整備室長  設備部君津中央整備室長  黒田 圭司

  

 設備部電気計装整備室長  設備部君津電気計装整備室長  菊池 俊行

  

 設備部鹿島製銑整備室コークス整備課長  設備部鹿島製銑整備室コークス・化成整備課長  大谷 吉彦

  

 設備部鹿島製銑整備室高炉整備課長  設備部機械技術室　主幹　鹿島駐在  内川 宗幸

 設備部鹿島製銑整備室高炉整備課銑鋼機動整備係長兼務  

 設備部君津製銑整備室長  設備部機械技術室長  川邉 俊哉

  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部君津製鋼整備室長  設備部設備技術企画室　主幹  関 重人

  設備部設備管理室　主幹兼務

 設備部君津冷延めっき整備室冷延めっき電計整備課長  設備部制御技術室　主幹  井内 興

  

 設備部東京設備管理室長  設備部土建技術室　主幹  大出 哲也

 設備部土建技術室　主幹兼務  設備部東京設備管理室　主幹兼務

 設備部釜石設備室設備技術課　主幹  設備部釜石設備室　主幹  沢田 昇

  

 設備部直江津設備室設備技術課長  設備部直江津設備室　主幹  茶谷 力生

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務  エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務

 エネルギー部　部長代理  エネルギー部　上席主幹  中野 公明

  

 エネルギー部　部長代理　鹿島駐在  エネルギー部　上席主幹　鹿島駐在  池田 憲昭

 総務部　部長代理兼務  総務部　上席主幹兼務

 エネルギー部　上席主幹兼務  設備部鹿島エネルギー整備室長  柳多 徹郎

 エネルギー部　主幹兼務

 エネルギー部　上席主幹兼務  設備部君津エネルギー整備室長  伊藤 健作

 エネルギー部　主幹兼務

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹　鹿島駐在  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　鹿島駐在  池田 宏一

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務

 エネルギー部エネルギー企画室鹿島エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー企画室　主幹　鹿島駐在  佐藤 卯

  

 エネルギー部エネルギー企画室君津エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー企画室　主幹  豊島 慎一

  

 エネルギー部エネルギー企画室発電事業企画課長　鹿島駐在  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　鹿島駐在  樋野 一政

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務
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 エネルギー部エネルギー企画室鹿島エネルギー企画課　主幹  エネルギー部エネルギー企画室　主査　鹿島駐在  調枝 浩実

  

 エネルギー部エネルギー企画室発電事業企画課　主幹　鹿島駐在  エネルギー部エネルギー企画室　主幹　鹿島駐在  隠岐 徹

  

 エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  辻本 渉

 （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水道設  総務部君津庶務室　主幹兼務

 備技術室　上席主幹兼務   

 総務部君津庶務室　上席主幹兼務  

 エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹　鹿島駐在  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　鹿島駐在  束岡 稔

 （本社）エネルギー技術部エネルギー設備技術室　上席主幹兼務  

 エネルギー部エネルギー技術室発電技術課長兼務   

  

 エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹兼務  エネルギー部釜石エネルギー工場長  奈良岡 靖

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  木下 浩彰

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務  エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務  

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  大野 敬司

  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  贄川 拓

 （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水道設  

 備技術室　主幹兼務   

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  金井 幸夫

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  古山 敏

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  坂本 紀世

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　鹿島駐在  鈴木 重央

 鹿島駐在  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　鹿島駐在  原口 昭彦

 鹿島駐在  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  長屋 孝司

 （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水道設  

 備技術室　主幹兼務   

  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  渡邊 直久

 （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水道設  

 備技術室　主幹兼務   
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 エネルギー部君津エネルギー工場エネルギー課長  エネルギー部君津エネルギー工場エネルギー課長  渡辺 賢明

  

   

  

 　▽名古屋製鉄所   

  

 総務部　部長代理  総務部　上席主幹  今井 篤

 総務部庶務室長兼務  総務部庶務室長兼務

 総務部人事総務室人事課　上席主幹  総務部人事総務室　主幹  大中 裕也

 総務部庶務室　上席主幹兼務  総務部庶務室　主幹兼務

 総務部人事総務室総務課　上席主幹  総務部人事総務室　主幹  足立 孝文

 総務部経理室　上席主幹兼務  総務部経理室　主幹兼務

 総務部経理室品種管理課　主幹  総務部経理室　主幹  新海 康浩

  

 総務部財務室決算総括課長  総務部財務室　主幹  岡田 明彦

  

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  労働・購買部協力会社連携室長  高谷 周一

 労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 労働・購買部労政人事室労働人事課長  労働・購買部労政人事室　主査  鷹橋 友樹

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主査兼務  

  

 労働・購買部労政人事室給与・厚生課長  労働・購買部労政人事室　主幹  森 一生

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  小熊 知佐子

  

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  労働・購買部労政人事室長  山田 陽一

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主査  藤中 尚

  

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  野田 義信

 （本社）人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  森田 健志

  

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  岩田 竜治

  

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  梅崎 剛

 設備部設備管理室　主幹兼務  設備部設備管理室　主幹兼務

 労働・購買部購買室長  （本社）　機材調達部資材調達第二室　主幹  田中 基博

  

 労働・購買部購買室原料課長  労働・購買部購買室　主幹  鈴木 治久
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 労働・購買部購買室資材課長  労働・購買部購買室　主幹  中野 勇

  

 労働・購買部購買室原料課　主幹  労働・購買部購買室　主幹  井上 眞吾

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹  労働・購買部購買室　主幹  金山 勇人

  設備部設備管理室　主幹兼務

 労働・購買部購買室資材課　主幹  労働・購買部購買室　主幹  原田 統

  

 安全環境防災部　部長代理兼務  労働・購買部長  入江 徹也

 安全環境防災部　上席主幹兼務

 安全環境防災部安全健康室長  薄板部めっき工場長  水野 徳博

 （本社）安全推進部　上席主幹兼務  

 安全環境防災部安全健康室安全推進課長  安全環境防災部安全健康室　主幹  溝口 洋祐

  

 安全環境防災部安全健康室衛生・健康推進課長  安全環境防災部安全健康室　主幹  安藤 真樹

  

 安全環境防災部安全健康室安全推進課　主幹  安全環境防災部安全健康室　主幹  二宮 涼一

  

 安全環境防災部安全健康室衛生・健康推進課　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  大石 充宏

 名古屋支店　部長代理兼務  名古屋支店　上席主幹兼務

 安全環境防災部環境防災室　上席主幹兼務  資源化推進部資源化推進室長  阪井 航

 安全環境防災部環境防災室　主幹兼務

 安全環境防災部環境防災室環境管理課長  安全環境防災部環境防災室　主幹  小寺 孝正

  

 安全環境防災部環境防災室防災管理課長  安全環境防災部環境防災室　主幹  菱沼 紀行

  

 安全環境防災部環境防災室防災管理課　主幹  安全環境防災部環境防災室　主幹  浄德 充利

  

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  櫻井 秀明

 総務部人事総務室　部長代理兼務  総務部人事総務室　上席主幹兼務

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  

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

 生産技術部　部長代理  生産技術部　主幹  江中 崇

  

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  上田 敏郎

  

 生産技術部　上席主幹  生産技術部　主幹  高橋 淳也

  

 生産技術部　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  髙山 昭一

  

 生産技術部生産技術室　主幹兼務免  設備部設備管理室　主幹  松浦 奏

 生産技術部　主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務
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 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室長  村井 恭一

  

 生産技術部生産技術室　主幹  生産技術部設備計画室　主幹  野中 俊樹

  

 生産技術部生産技術室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹  村上 俊行

  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主査  足立 孝治

  

 生産技術部生産技術室生産計画課長  生産技術部生産技術室　主幹  内山 裕陽

  

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  家田 政春

  

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  原田 武士

  薄板部薄板企画室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  薄板部熱延工場熱延課長  嶋本 淳

  

 生産技術部設備計画室　上席主幹  生産技術部設備計画室　主幹  松本 周

  

 品質管理部　部長代理  品質管理部　上席主幹  本多 修

  

 品質管理部品質保証室品質保証課長  品質管理部品質保証室　主幹  日比野 隆

  

 品質管理部品質保証室試験・分析技術課長  品質管理部品質保証室　主幹  君島 孝

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  伊奈 正樹

 品質管理部一貫管理室　主幹兼務  品質管理部一貫管理室　主幹兼務

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  上田 誠

  

 品質管理部一貫管理室一貫管理第一課長  品質管理部一貫管理室　主幹  酒井 大輔

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課長  品質管理部薄板管理室　主幹  成瀬 学

  

 品質管理部薄板管理室熱薄管理課長  品質管理部薄板管理室　主幹  中野 和昭

  

 品質管理部薄板管理室冷め管理課長  品質管理部薄板管理室　主幹  田中 博之

  

 復職　  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  渡辺 真一郎

 品質管理部薄板管理室商品開発課長  クリーブランド　クリフス社出向

 品質管理部薄板管理室技術サービス課　上席主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  宮崎 徹也

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  森田 重光
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 品質管理部薄板管理室冷め管理課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  和田 耕治

  

 品質管理部薄板管理室商品開発課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  齋藤 伸也

  

 品質管理部薄板管理室商品開発課　主幹  品質管理部薄板管理室　主査  加藤 菜緒子

  

 品質管理部ブリキ管理室　部長代理  品質管理部ブリキ管理室　上席主幹  森川 淳一

 ブリキ部　部長代理兼務  ブリキ部　上席主幹兼務

 品質管理部鋼管管理室鋼管管理課長  品質管理部鋼管管理室　主査  清田 陽介

  

 品質管理部鋼管管理室商品技術課長  品質管理部鋼管管理室　主幹  小川 敬久

  

 品質管理部ソリューション室長  品質管理部鋼材利用加工技術室長  吉田 博司

 技術開発本部鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　部長代理兼務  技開本部　鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹兼務

 品質管理部ソリューション室　上席主幹  品質管理部設計・解析技術室長  田中 康治

 技術開発本部鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹兼務  技開本部　鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹兼務

 品質管理部ソリューション室開発試験課長  品質管理部設計・解析技術室　主幹  小川 操

  

 品質管理部ソリューション室利用技術課長  品質管理部設計・解析技術室　主幹  宮城 隆司

  

 品質管理部ソリューション室ソリューション課長  技開本部　鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  伊藤 泰弘

  

 工程業務部工程企画室　上席主幹  工程業務部工程企画室　主幹  近藤 淳

  

 工程業務部工程計画室製鋼熱延計画課長  工程業務部工程計画室　主幹  神谷 勲

 工程業務部工程計画室スラブ分譲・外販課長兼務  

 工程業務部薄板工程室冷薄進度課長  工程業務部薄板工程室　主査  沢田 佳明

 工程業務部薄板工程室薄手進度課長兼務  

 復職　  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  柴田 厚典

 工程業務部物流室長  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 工程業務部物流室物流企画課長  工程業務部物流室　主幹  榎並 隆司

  

 工程業務部物流室出荷計画課長  工程業務部物流室　主幹  平野 高志

  

 工程業務部物流室物流企画課　主幹  工程業務部物流室　主幹  太田 覚

  

 工程業務部物流室出荷計画課　主幹  工程業務部物流室　主幹  近藤 泰男

  

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務  製銑部製銑技術室長  吉野 享伸

 資源化推進部資源化推進室　主幹兼務

 資源化推進部スラグ室　上席主幹  資源化推進部スラグ室　主幹  平嶋 裕
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 製銑部　部長代理  製銑部製銑技術室　上席主幹  梅津 明史

  

 製銑部　部長代理  製銑部コークス技術室長  深澤 康裕

  

 製銑部製銑技術室製銑企画・管理課長  製銑部製銑技術室　主幹  河内 慎治

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課　主幹  製銑部製銑技術室　主幹  河口 祐輝

 製銑部高炉工場　主幹兼務  製銑部高炉工場　主幹兼務

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹  製銑部製銑技術室　主幹  村瀬 伸

  

 製銑部コークス技術室長  安全環境防災部安全健康室長  菅野 有博

  （本社）　安全推進部　主幹兼務

 製銑部コークス技術室コークス技術課長  製銑部コークス技術室　主幹  新納 隆

 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課長兼務  

 製銑部コークス技術室コークス技術課　主幹  製銑部コークス技術室　主幹  中居 裕貴

 製銑部製銑技術室　主幹兼務  製銑部製銑技術室　主幹兼務

 製銑部コークス基盤強化室　上席主幹  製銑部コークス基盤強化室　主幹  佐野 明秀

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  柄戸 崇宏

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長  安全環境防災部安全健康室　主幹  中島 弘喜

  

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務  製鋼部製鋼技術室長  三木 大輔

 製鋼部製鋼技術室連鋳・特殊鋼技術課長兼務  資源化推進部資源化推進室　主幹兼務

  

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　上席主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  近藤 克巳

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  松葉 繁和

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  三浦 功太郎

  

 製鋼部炉材室炉材技術課　主幹  製鋼部炉材室　主幹  柴田 佳時

  

 厚板部　上席主幹兼務  工程業務部厚板工程室長  武川 啓之

 厚板部　主幹兼務

 厚板部　上席主幹兼務  品質管理部厚板管理室長  髙橋 康哲

 厚板部　主幹兼務

 厚板部厚板技術室　主幹  厚板部厚板技術室　主査  牧野 裕介

  

 薄板部熱延技術室　上席主幹  薄板部熱延技術室　主幹  麻生 洋祐
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 薄板部熱延技術室　上席主幹  薄板部熱延技術室　主幹  海江田 健作

  

 薄板部熱延技術室　主幹  （本社）　技術総括部設備計画室　主幹  山本 武史

  

 薄板部熱延技術室熱延技術課長  薄板部熱延技術室　主幹  坂部 健太

  薄板部熱延工場　主幹兼務

 薄板部熱延技術室熱延技術課　主幹  薄板部熱延技術室　主幹  五十嵐 泰生

  

 薄板部熱延技術室熱延技術課　主幹  薄板部薄板企画室　主幹  谷本 昭俊

  薄板部熱延技術室　主幹兼務

 薄板部冷延めっき技術室長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  大村 剛

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延めっき企画課長  薄板部薄板企画室　主幹  片上 大輔

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課長  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  鈴木 晶博

  

 薄板部冷延めっき技術室調質・めっき技術課長  薄板部冷延工場調質課長  大野 功太郎

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延めっき企画課　主幹  薄板部薄板企画室　主幹  浅井 一昭

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延めっき企画課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  齋藤 元昭

 品質管理部一貫管理室　主幹兼務  薄板部熱延技術室　主幹兼務

 薄板部熱延技術室　主幹兼務   

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  和田 享

  薄板部薄板企画室　主幹兼務

 薄板部冷延めっき技術室調質・めっき技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主査  吉田 圭佑

  

 薄板部めっき工場長  生産技術部生産技術室　主幹  高丸 広毅

  

 薄板部めっき工場第一亜鉛めっき課統括係長兼務免  薄板部めっき工場第一亜鉛めっき課長  曽根 弘行

  薄板部めっき工場第一亜鉛めっき課統括係長兼務

 ブリキ部　上席主幹  ブリキ部　主幹  加藤 健一

 ブリキ部ブリキ技術室　上席主幹兼務  

 復職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  杉山 圭一

 ブリキ部ブリキ技術室冷延・調質技術課長  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 ブリキ部ブリキ技術室ラミネート技術課長  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  岸田 祥一

  

 ブリキ部ブリキ技術室めっき技術課長兼務  ブリキ部ブリキ技術室長  竹野 謙介

  

 鋼管部　上席主幹兼務  品質管理部鋼管管理室長  中村 英幸

 鋼管部　主幹兼務
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 品質管理部　上席主幹兼務免  鋼管部鋼管技術室長  池田 友彰

  品質管理部　上席主幹兼務

 鋼管部電縫鋼管工場長  鋼管部鋼管技術室　主幹  石田 一誠

  

 設備部　部長代理  設備部　上席主幹  寺地 伸

 設備部設備管理室調達技術・資材管理課長兼務  生産技術部　上席主幹兼務

  設備部設備管理室　上席主幹兼務  

  

 設備部　部長代理  設備部　上席主幹  高橋 孝明

 （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　部長  （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　上

 代理兼務  席主幹兼務  

  

 設備部設備管理室設備管理課長  設備部設備管理室　主幹  小林 直樹

  

 設備部設備管理室工事管制課長  設備部設備管理室　主幹  竹森 祐一

  

 設備部設備管理室工事管制課　主幹  設備部設備管理室　主幹  青戸 剛

  

 設備部機械技術室機械保全技術課長  設備部機械技術室　主幹  石森 裕一

  

 設備部機械技術室製銑機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  太田 勝博

  

 設備部機械技術室製鋼・エネルギー機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  工藤 耕太

  

 設備部機械技術室圧延機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  岡 圭二

  

 設備部機械技術室機械保全技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  村井 誠

  

 設備部機械技術室製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  辻本 真一

  

 設備部機械技術室製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主査  大迫 祥平

  

 設備部機械技術室圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  尾之内 邦仁

  

 設備部機械技術室圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  滝口 紀賀

  

 設備部機械技術室圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  西尾 直人

  

 設備部機械技術室圧延機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主査  越智 啓介

  

 設備部制御技術室製銑制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  渡邉 誠之
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 設備部制御技術室製鋼・エネルギー制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  今戸 肇

 設備部制御技術室電計保全技術課長兼務  

 設備部制御技術室圧延制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  落合 和人

  

 設備部制御技術室計測・計装制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  古家 順弘

  

 設備部制御技術室製銑制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  宮崎 泰至

  

 設備部制御技術室圧延制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  松田 雄介

  

 設備部制御技術室計測・計装制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  光岡 宏恭

  

 設備部制御技術室計測・計装制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  橋本 数也

  

 設備部プロセス技術室製銑プロセス技術課長  設備部プロセス技術室　主幹  髙橋 顕

  

 設備部プロセス技術室製鋼・圧延プロセス技術課長  設備部プロセス技術室　主幹  天田 克己

  

 設備部土建技術室土建設備課長  設備部土建技術室　主幹  飯田 雄二

  

 設備部土建技術室土建整備・工事管理課長  設備部土建技術室　主査  関 一優

  

 設備部土建技術室土建設備課　主幹  設備部土建技術室　主幹  佐藤 健一

  

 設備部土建技術室土建整備・工事管理課　主幹  設備部土建技術室　主幹  寄光 伸治

  

 設備部土建技術室土建整備・工事管理課　主幹  設備部土建技術室　主幹  松浦 雄一

  

 設備部中央整備室　上席主幹  設備部中央整備室　主幹  石橋 仁裕

 設備部機械技術室　上席主幹兼務  設備部機械技術室　主幹兼務

 （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製銑設  （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  

 備技術室　上席主幹兼務  設備技術室　主幹兼務

 設備部製銑整備室　上席主幹  設備部製銑整備室　主幹  中嶋 淳

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  堀田 浩伸

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  山﨑 敦史

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  湯浅 武士

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  佐藤 信治
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 　▽関西製鉄所   

  

 総務部人事総務室長  （本社）　総務部秘書室　主幹  梶原 謙一郎

 （本社）内部統制・監査部　上席主幹兼務  

 総務部人事総務室人事第一課長  総務部人事総務室　主査  竹田 祐基

  

 総務部人事総務室総務課長  総務部人事総務室　主査  望月 淳平

  

 総務部人事総務室総務課　主幹  総務部人事総務室　主幹  西戸 尚之

  

 総務部尼崎総務室　上席主幹  総務部尼崎総務室　主幹  大川 泰義

  総務部経理室　主幹兼務

  総務部財務室　主幹兼務  

  

 総務部製鋼所総務室　部長代理  総務部製鋼所総務室　上席主幹  齋藤 晃

  

 総務部経理室品種管理第一課長  総務部経理室　主幹  牛田 光則

  

 総務部経理室品種管理第二課長  総務部経理室　主幹　製鋼所駐在  小柳 貴継

 総務部経理室設備予算課長兼務  

 総務部経理室品種管理第二課　主幹  総務部経理室　主幹　製鋼所駐在  小野 心平

  

 総務部財務室決算総括課長  総務部財務室　主幹  金氣 大輔

 総務部財務室棚卸資産管理課長兼務  

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  労働・購買部協力会社連携室長  大津 昌彦

  労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 労働・購買部労政人事室　主幹　製鋼所駐在  労働・購買部労政人事室　主査　製鋼所駐在  平原 秀通

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主査兼務  

  

 労働・購買部労政人事室給与・厚生課長  労働・購買部労政人事室　主幹  大澗 悟

  

 労働・購買部労政人事室給与・厚生課　主幹　製鋼所駐在  労働・購買部労政人事室　主査　製鋼所駐在  北村 光弘

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  労働・購買部労政人事室長  芹澤 全

  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  本村 堅郎

 労働・購買部購買室　主幹兼務  労働・購買部購買室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  玉川 達也

 （本社）人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務
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 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  永沢 佳和

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  岩根 幹能

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理　製鋼所駐在  安全環境防災部安全健康室　上席主幹　製鋼所駐在  谷 泰徳

 安全環境防災部環境防災室　部長代理兼務  安全環境防災部環境防災室　上席主幹兼務

 安全環境防災部安全健康室　部長代理　尼崎駐在  安全環境防災部安全健康室　上席主幹　尼崎駐在  福田 康夫

 安全環境防災部環境防災室　部長代理兼務  安全環境防災部環境防災室　上席主幹兼務

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  麦谷 耕一

  

 安全環境防災部安全健康室安全推進課長　製鋼所駐在  安全環境防災部安全健康室　主幹　製鋼所駐在  尾形 龍太郎

  

 安全環境防災部安全健康室安全推進課　主幹  安全環境防災部安全健康室　主幹  福井 敦之

  

 安全環境防災部環境防災室環境管理課長  安全環境防災部環境防災室　主幹  町田 聰

  

 安全環境防災部環境防災室防災管理課長  安全環境防災部環境防災室　主幹  門田 典央

  

 安全環境防災部環境防災室環境管理課　主幹　製鋼所駐在  安全環境防災部環境防災室　主幹　製鋼所駐在  林 茂洋

 資源化推進部資源化推進室　主幹兼務  安全環境防災部安全健康室　主幹兼務

  資源化推進部資源化推進室　主幹兼務  

  

 安全環境防災部環境防災室環境管理課　主幹  安全環境防災部環境防災室　主査  二條久保 裕

  

 安全環境防災部環境防災室防災管理課　上席主幹　尼崎駐在  安全環境防災部環境防災室　主幹　尼崎駐在  谷村 謙夫

 安全環境防災部安全健康室　上席主幹兼務  安全環境防災部安全健康室　主幹兼務

 安全環境防災部環境防災室防災管理課　主幹  安全環境防災部環境防災室　主幹  星 雅彦

  

 安全環境防災部環境防災室防災管理課　主幹　製鋼所駐在  安全環境防災部環境防災室　主幹　製鋼所駐在  武内 勇

  

 生産技術部　部長代理  形鋼部大形工場長  川口 日出海

  

 生産技術部生産技術室長  生産技術部　上席主幹  伊澤 剛

  

 生産技術部生産技術室　部長代理　製鋼所駐在  生産技術部生産技術室　上席主幹　製鋼所駐在  平松 慎一朗

 生産技術部設備計画室　部長代理兼務  生産技術部ものづくり基盤推進室　上席主幹兼務

 生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  

  

 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹  真屋 敬一

  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部生産技術室　主幹  清水 了

 （本社）デジタル改革推進部　上席主幹兼務  （本社）　デジタル改革推進部　主幹兼務
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 生産技術部生産技術室　上席主幹  鋼管部海南冷間製管工場長  坂井 研太

 総務部人事総務室　上席主幹兼務  

 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部生産技術室　主幹  村方 勇次

  

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹　尼崎駐在  小松 健二

 労働・購買部購買室　主幹兼務

  生産技術部システム室　主幹兼務  

  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課長  生産技術部生産技術室　主幹  加藤 亮

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課長  生産技術部生産技術室　主幹  池田 耕一

 生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹兼務

 （本社）知的財産部　上席主幹兼務  （本社）　知的財産部　主幹兼務  

  

 （本社）交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹兼務免  品質管理部　部長　製鋼所駐在  延吉 良介

  （本社）　交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹兼務

 品質管理部　部長代理  品質管理部　上席主幹  森 友希

 （本社）鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　部長代理兼務  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　上席主幹兼務

 品質管理部　部長代理  品質管理部　上席主幹  土橋 浩一

  

 品質管理部　主幹  鋼管商品技術部ラインパイプ商品技術室長  樋口 敬二

  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイ

  プ商品技術課　主幹兼務  

  

 品質管理部品質保証室　部長代理　製鋼所駐在  品質管理部品質保証室　上席主幹　製鋼所駐在  乾 利一

  

 品質管理部品質保証室　部長代理  九州　光鋼管部光電縫鋼管工場長  皐月 貴史

  

 品質管理部品質保証室品質保証課長  品質管理部品質保証室　主幹　尼崎駐在  佐藤 康平

  

 品質管理部品質保証室NDI技術課長  品質管理部品質保証室　主幹  阪本 誠

  

 品質管理部品質保証室製鋼所品質検査課長  品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  田口 均

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　上席主幹　製鋼所駐在  品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  日野 和明

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  野間 幸治

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹　製鋼所駐在  品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  三木 豊治

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹　製鋼所駐在  品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  湯浅 康統
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 品質管理部品質保証室NDI技術課　主幹　製鋼所駐在  品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  寺井 賢治

 品質管理部品質保証室製鋼所品質検査課　主幹兼務

 品質管理部一貫管理室スラブ管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  池田 達彦

  

 品質管理部一貫管理室ビレット管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  林 浩史

  

 品質管理部一貫管理室ビレット管理課　上席主幹　尼崎駐在  品質管理部一貫管理室　主幹　尼崎駐在  近藤 恒夫

  

 品質管理部一貫管理室ビレット管理課　主幹　製鋼所駐在  品質管理部一貫管理室　主幹　製鋼所駐在  小木曽 勇三

  

 品質管理部一貫管理室ビレット管理課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  須川 朋之

  

 品質管理部形鋼管理室　上席主幹  品質管理部形鋼管理室　主幹  江田 和彦

 （本社）厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　  （本社）　建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部形鋼技術室　主幹

 上席主幹兼務  兼務  

  

 品質管理部鋼管管理室鋼管管理課長  品質管理部鋼管管理室　主幹  藤原 健二

  

 品質管理部鋼管管理室特殊管管理課長  品質管理部鋼管管理室　主幹　尼崎駐在  樋口 淳一

  

 品質管理部鋼管管理室鋼管管理課　主幹  品質管理部鋼管管理室　主幹  村尾 暢俊

  品質管理部一貫管理室　主幹兼務

 品質管理部鋼管管理室鋼管管理課　主幹  品質管理部鋼管管理室　主幹  山本 忠之

  

 品質管理部鋼管管理室鋼管管理課　主幹  品質管理部鋼管管理室　主幹  伊藤 尊人

  

 品質管理部鋼管管理室特殊管管理課　主幹  品質管理部鋼管管理室　主幹　尼崎駐在  戸江 博継

  

 品質管理部輪軸管理室輪軸仕様調整課長  品質管理部輪軸管理室　主幹  安達 豪

  

 品質管理部輪軸管理室輪軸技術サービス課長  品質管理部輪軸管理室　主幹  岸根 申尚

  

 品質管理部輪軸管理室輪軸仕様調整課　主幹  品質管理部輪軸管理室　主幹  山本 雄一郎

  

 品質管理部輪軸管理室輪軸仕様調整課　主幹  品質管理部輪軸管理室　主幹  小塚 千尋

  

 品質管理部輪軸管理室輪軸仕様調整課　主幹  品質管理部輪軸管理室　主幹  衣笠 真樹

  

 品質管理部台車管理室台車仕様調整課長  品質管理部台車管理室　主査  尾崎 拓也

  

 品質管理部台車管理室台車仕様管理課長  品質管理部台車管理室　主幹  品川 大輔
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 品質管理部台車管理室台車技術サービス課長  品質管理部台車管理室　主幹  石岡 功行

  

 品質管理部台車管理室台車仕様調整課　主幹  品質管理部品質保証室製鋼所品質検査課長  根来 尚志

  

 品質管理部台車管理室台車仕様調整課　主幹  品質管理部台車管理室　主幹  岸 佳孝

  

 品質管理部台車管理室台車仕様調整課　主幹  品質管理部台車管理室　主査  萩尾 吉則

  

 品質管理部台車管理室台車仕様管理課　主幹  品質管理部台車管理室　主幹  岩戸 一典

  

 品質管理部台車管理室台車仕様管理課　主幹  品質管理部台車管理室　主幹  和田 篤行

  

 品質管理部台車管理室台車仕様管理課　主幹  品質管理部台車管理室　主幹  亀甲 智

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課長  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  小林 正貴

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室鍛鋼品・ロール管理課長  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  西野 和久

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課　部長代理  品質管理部型鍛造・産機品管理室　上席主幹  柴田 孝志

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  上田 佳央

 技術開発本部プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究  技開本部　プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員兼務

 室　主幹研究員兼務   

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  古橋 崇史

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  田坂 方宏

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室自動車・産機品管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主査  黄 三守

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室鍛鋼品・ロール管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  中畑 拓治

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室鍛鋼品・ロール管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  瀬羅 知暁

  

 品質管理部型鍛造・産機品管理室鍛鋼品・ロール管理課　主幹  品質管理部型鍛造・産機品管理室　主幹  片山 卓

  

 鋼管商品技術部　部長代理  鋼管商品技術部　上席主幹  天谷 尚

 技術開発本部関西技術研究部材料研究室　部長代理兼務  

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室長  品質管理部　上席主幹　尼崎駐在  吉澤 満

 （本社）鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　部長代理兼務  

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室油井管商品技術課長  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹  相馬 貴志
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 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室ラインパイプ商品技  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹  妹尾 昌尚

 術課長  

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室油井管商品技術課　  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹  松本 卓也

 主幹  

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室ラインパイプ商品技  鋼管商品技術部ラインパイプ商品技術室　主幹  石山 知由

 術課　主幹  

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室ラインパイプ商品技  鋼管商品技術部ラインパイプ商品技術室　主幹  長山 展公

 術課　主幹  鋼管商品技術部材料技術室　主幹兼務

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室長  鋼管商品技術部プラント鋼管商品技術室長  澤渡 直樹

 （本社）鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室　上席主幹兼務  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室特殊管商品技術課　

  主幹兼務  

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室　上席主幹　尼崎駐在  鋼管商品技術部プラント鋼管商品技術室　主幹  安田 博昭

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室　上席主幹　尼崎駐在  鋼管商品技術部プラント鋼管商品技術室　主幹  鈴木 豪

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室特殊管商品技術課長  鋼管商品技術部特殊管商品技術室　主幹  田中 克樹

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室プラント鋼管商品技術課長  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹　尼崎駐在  松田 皓平

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室　主幹兼務  鋼管商品技術部プラント鋼管商品技術室　主幹兼務

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室特殊管仕様調整課長  鋼管商品技術部特殊管商品技術室　主幹  田中 知洋

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室プラント鋼管商品技術課　主幹  鋼管商品技術部プラント鋼管商品技術室　主査  鈴木 悠平

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室特殊管仕様調整課　主幹  品質管理部鋼管管理室　主幹　尼崎駐在  上平 明弘

 品質管理部　主幹兼務  品質管理部　主幹兼務

 品質管理部鋼管管理室　主幹兼務   

  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室特殊管仕様調整課　主幹  鋼管商品技術部特殊管商品技術室　主幹  原田 浩一

  

 鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室メカニカル鋼管商品技術課  鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室　主幹  川本 卓磨

 長  

 鋼管商品技術部特殊管商品技術室　主幹兼務   

  

 鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室メカニカル鋼管仕様調整課  鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室　主幹  山崎 正弘

 長  

 鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室メカニカル鋼管仕様調整課  鋼管商品技術部ラインパイプ商品技術室　主幹  千代 祐輔

 　主幹  

 鋼管商品技術部継手技術室　上席主幹  鋼管商品技術部油井管商品技術室長  大江 太郎

  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室油井管・ラインパイ

  プ商品技術課　主幹兼務  
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 鋼管商品技術部継手技術室継手設計技術課長  鋼管商品技術部継手技術室　主幹  岡田 隆志

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室　主幹兼務  

 鋼管商品技術部継手技術室継手表面処理技術課長  鋼管商品技術部継手技術室　主幹  倉西 崇夫

 鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室　主幹兼務  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹兼務

 鋼管商品技術部継手技術室継手設計技術課　主幹  鋼管商品技術部継手技術室　主幹  安藤 吉則

  

 鋼管商品技術部継手技術室継手表面処理技術課　主幹  鋼管商品技術部継手技術室　主幹  佐々木 優嘉

  

 鋼管商品技術部継手試験サービス室継手サービス課長  鋼管商品技術部油井管商品技術室　主査  山本 達也

  

 工程業務部薄板工程室長兼務免  工程業務部工程計画室長  讃井 昭二

  生産技術部生産技術室　主幹兼務

  工程業務部薄板工程室長兼務  

  

 交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室鉄道車両品工程課長兼務  交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室長  松本 直紀

 工程業務部工程計画室　部長代理兼務  工程業務部工程計画室　上席主幹兼務

 工程業務部形鋼工程業務室長  工程業務部工程計画室　主幹  岡崎 徹也

 工程業務部工程計画室　主幹兼務  工程業務部形鋼工程業務室　主幹兼務

 形鋼部　主幹兼務   

  

 工程業務部鋼管工程室　主幹  （本社）　鋼管事業部鋼管企画部鋼管企画室　主幹  田中 義典

 工程業務部工程企画室　主幹兼務  

 工程業務部鋼管工程室　上席主幹兼務  鋼管部尼崎プレスベンド鋼管工場精整課長  寒河江 達也

  工程業務部鋼管工程室　主幹兼務

 復職　  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  森 伸行

 工程業務部物流室　上席主幹  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向

 工程業務部物流室物流企画課長  工程業務部物流室　主幹  清岡 英治

  

 工程業務部物流室出荷調整課長  工程業務部物流室　主幹  小西 明善

  

 工程業務部物流室物流企画課　主幹　尼崎駐在  工程業務部物流室　主幹　尼崎駐在  東郷 穣

 工程業務部鋼管工程室　主幹兼務  工程業務部鋼管工程室　主幹兼務

 交通産機品工程・調達部　部長代理  交通産機品工程・調達部　上席主幹  古谷 精市

 工程業務部工程企画室　部長代理兼務  工程業務部工程企画室　上席主幹兼務

 交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室製鋼所工程企画課長  交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室　上席主幹  山本 克之

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  生産技術部生産技術室　上席主幹兼務

 交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室製鋼所工程企画課　主幹  交通産機品工程・調達部製鋼所工程業務室　主幹  石井 位直

 交通産機品工程・調達部製鋼所調達室　主幹兼務  交通産機品工程・調達部製鋼所調達室　主幹兼務

 交通産機品工程・調達部製鋼所調達室長  （本社）　機材調達部資材調達第二室　主幹  越川 雅彦

 交通産機品工程・調達部製鋼所調達室製鋼所契約・管理課長兼務  

 交通産機品工程・調達部製鋼所調達室製鋼所調達企画課長  交通産機品工程・調達部製鋼所調達室　主幹  大西 良樹
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 資源化推進部資源化推進室　部長代理兼務  製鋼部製鋼技術室長  鳥井 孝一

  資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹  資源化推進部資源化推進室　主幹  佐野 幸治

  

 資源化推進部スラグ室長  製銑部製銑技術室　主幹  藤田 洋介

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課長  製銑部製銑技術室　主幹  上田 直也

  

 資源化推進部資源化推進室　部長代理兼務  製銑部製銑技術室長  小細 温弘

 製銑部製銑技術室原料技術課長兼務  資源化推進部資源化推進室　上席主幹兼務

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹  製銑部製銑技術室　主査  棟居 航平

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課長  製銑部コークス技術室　主幹  綱島 雄二郎

  

 製銑部コークス技術室化成技術課長  製銑部化成工場長  山本 喬之

 製銑部コークス工場　主幹兼務  

 製銑部コークス技術室コークス技術課　主幹  製銑部コークス技術室　主査  片桐 将達

  

 製銑部化成工場　主幹兼務免  製銑部コークス工場長  塚崎 祥充

  製銑部化成工場　主幹兼務

 製銑部コークス工場化成課長  製銑部化成工場化成課長  川口 拓未

  

 製銑部高炉工場環境防災係長兼務  製銑部高炉工場第二高炉課長  白坂 宜也

 製銑部高炉工場第二高炉課運転設備管理係長兼務  

 製鋼部製鋼技術室　主幹  製鋼部製鋼技術室　主査  上原 脩司

 （本社）製鋼技術部　主幹兼務  （本社）　製鋼技術部　主査兼務

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  神林 徹

  

 製鋼部製鋼技術室鋳造・分塊技術課長  製鋼部製鋼技術室　主査  濱田 将志

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主査  佐々木 太郎

  

 製鋼部製鋼技術室鋳造・分塊技術課　上席主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  北村 靖文

  

 薄板工場冷延技術課長  薄板工場　主幹  藤木 敏夫

  

 形鋼部形鋼技術室長  生産技術部生産技術室　主幹  河合 雅典

  総務部人事総務室　主幹兼務

 形鋼部形鋼技術室形鋼技術課　主幹  形鋼部形鋼技術室　主幹  片岡 直人

  

 形鋼部大形工場長  形鋼部形鋼技術室長  佐伯 英二
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 鋼管部　部長代理  （本社）　グローバル事業推進本部ＶＳＢプロジェクト　上席主幹  篠木 健一

 生産技術部　部長代理兼務  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部　上席主幹兼務

 鋼管部　上席主幹兼務  工程業務部鋼管工程室長  山本 昌弘

  鋼管部　主幹兼務

 復職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  平瀬 直也

 鋼管部鋼管技術室　上席主幹  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向

 鋼管部鋼管技術室　主幹  技開本部　関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  江口 慶紀

  

 鋼管部鋼管技術室熱間製管技術課長  鋼管部鋼管技術室　主幹  斎藤 建一

  

 鋼管部鋼管技術室熱処理加工精整技術課長  鋼管部鋼管技術室　主幹  天野 茂

  

 鋼管部鋼管技術室冷間引抜技術課長  鋼管部鋼管技術室　主幹  針生 弘幸

  

 鋼管部鋼管技術室特殊管熱間製管技術課長  鋼管部尼崎熱間製管工場精整課長  山口 純一郎

  

 鋼管部鋼管技術室特殊管加工精整技術課長  鋼管商品技術部特殊管商品技術室　主幹　和歌山駐在  大塚 俊一

  鋼管商品技術部メカニカル鋼管商品技術室　主幹兼務

 鋼管部鋼管技術室鋼管技術企画課長兼務  鋼管部鋼管技術室長  中池 紘嗣

  

 鋼管部鋼管技術室鋼管技術企画課　主幹  鋼管部鋼管技術室　主幹  内田 和宏

  

 鋼管部海南冷間製管工場長  鋼管部尼崎冷間中径管工場長  花田 拓也

  

 鋼管部尼崎熱間製管工場長  鋼管部尼崎鍛造管工場長  西森 淳一

  

 鋼管部尼崎熱間製管工場精整課長  鋼管部鋼管技術室　主幹　尼崎駐在  森脇 徹

  

 鋼管部尼崎冷間中径管工場長  鋼管部尼崎冷間中径管工場精整課長  鵜川 裕介

  鋼管部尼崎冷間中径管工場精整課工程技術係長兼務

 鉄道車両品製造部　部長代理  鉄道車両品製造部　上席主幹  名倉 宏明

  

 鉄道車両品製造部輪軸技術室輪軸熱間技術課長  鉄道車両品製造部輪軸技術室　主査  筒井 俊博

 鉄道車両品製造部輪軸熱間工場　主幹兼務  鉄道車両品製造部輪軸熱間工場　主査兼務

 鉄道車両品製造部輪軸設計室輪軸設計課長  鉄道車両品製造部輪軸設計室　主査  安部 慎吾

  

 鉄道車両品製造部台車技術室台車製造技術課長  鉄道車両品製造部台車技術室　主幹  石田 昭佳

  

 鉄道車両品製造部台車技術室台車部品管理課長  鉄道車両品製造部台車技術室　主査  松見 隆紀

  

 鉄道車両品製造部台車技術室台車方案管理課　主幹  鉄道車両品製造部台車技術室　主幹  後藤 弘毅
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 鉄道車両品製造部台車技術室台車部品管理課　主幹  鉄道車両品製造部台車技術室　主幹  生島 周介

  

 鉄道車両品製造部台車設計室台車設計課長  鉄道車両品製造部台車設計室　主幹  澤田 雅典

  

 鉄道車両品製造部台車設計室台車制御設計課長  鉄道車両品製造部台車設計室　主幹  後藤 修

  

 型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室　主幹  型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室　主査  中島 佑輔

  

 型鍛造・産機品製造部産機品技術室長  型鍛造・産機品製造部　上席主幹  薮野 訓宏

  型鍛造・産機品製造部鍛圧・ロール技術室長兼務

 型鍛造・産機品製造部産機品技術室ロール技術課長  型鍛造・産機品製造部鍛圧・ロール技術室　主幹  花折 和也

  

 型鍛造・産機品製造部産機品技術室鍛鋼・チタン技術課長  型鍛造・産機品製造部鍛圧・ロール技術室　主幹  瀬戸 英人

  

 設備部　部長代理　製鋼所駐在  設備部　上席主幹　製鋼所駐在  田中 達夫

 （本社）交通産機品事業部交通産機品技術部　部長代理兼務  （本社）　交通産機品事業部交通産機品企画部　上席主幹兼務

 設備部　上席主幹　尼崎駐在  設備部　主幹　尼崎駐在  中村 工

  

 設備部設備管理室長  設備部設備技術企画室長  林田 誠一郎

 設備部設備管理室保全企画・修理管制課長兼務  

 設備部中央整備室　部長代理兼務  設備部土建技術室長  竹内 謙治

 設備部設備管理室　部長代理兼務  設備部中央整備室　上席主幹兼務

 設備部設備管理室　上席主幹兼務  設備部中央整備室工事管理課長  吉田 友志

  

 設備部設備管理室設備管理課長  設備部設備管理室　主幹  山本 貴

  

 設備部設備技術企画室　部長代理  設備部機械技術室　上席主幹  水越 渉

 設備部機械技術室　部長代理兼務  設備部設備技術企画室　上席主幹兼務

 設備部機械技術室　主幹  設備部機械技術室　主査  岸田 和博

  

 設備部機械技術室機械保全技術課長  設備部機械技術室　主幹  平尾 則明

 設備部設備管理室　主幹兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務

 生産技術部設備計画室　主幹兼務   

  

 設備部機械技術室製品機械技術第一課長  設備部機械技術室　主幹  辰岡 幹雄

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部機械技術室製品機械技術第二課長  設備部機械技術室　主幹　製鋼所駐在  廣田 大輔

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部設備技術企画室長兼務  設備部機械技術室長  山﨑 比呂志

 設備部機械技術室銑鋼機械技術課長兼務  
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 設備部機械技術室機械保全技術課　主幹　製鋼所駐在  設備部製鋼所整備室　主幹  松崎 俊二

 設備部設備管理室　主幹兼務  設備部設備管理室　主幹兼務

 設備部製鋼所整備室　主幹兼務  設備部機械技術室　主幹兼務  

  

 設備部機械技術室機械保全技術課　主幹　尼崎駐在  （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ＦＡ  山口 慶悟

 設備部設備管理室　主幹兼務  エンジニアリング室　主査

 設備部機械技術室銑鋼機械技術課　上席主幹  設備部機械技術室　主幹  楠田 裕樹

  

 設備部機械技術室銑鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  古川 昇

  

 設備部機械技術室銑鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  佐々木 英二

  

 設備部機械技術室製品機械技術第一課　上席主幹  設備部機械技術室　主幹  菅澤 公夫

  

 設備部機械技術室製品機械技術第一課　主幹　尼崎駐在  設備部機械技術室　主幹　尼崎駐在  浜崎 豊

  

 設備部機械技術室製品機械技術第一課　主幹　尼崎駐在  設備部機械技術室　主幹　尼崎駐在  向井 秋仁

  

 設備部機械技術室製品機械技術第一課　主幹　堺駐在  設備部機械技術室　主幹　堺駐在  後藤 利夫

  

 設備部機械技術室製品機械技術第二課　主幹  設備部機械技術室　主幹　製鋼所駐在  岩田 基宏

  

 設備部機械技術室製品機械技術第二課　主幹  設備部機械技術室　主幹　製鋼所駐在  田代 靖博

  

 設備部機械技術室製品機械技術第二課　主幹  設備部製鋼所整備室　主幹  杉田 清紀

 設備部製鋼所整備室　主幹兼務  

 設備部機械技術室製品機械技術第二課　主幹  設備部機械技術室　主幹　製鋼所駐在  踞尾 佳祐

  設備部製鋼所整備室　主幹兼務

 設備部制御技術室制御保全技術課長  設備部和歌山圧延整備室長  田中 雅樹

 設備部設備管理室　上席主幹兼務  

 設備部制御技術室銑鋼制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  岡村 和郎

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部制御技術室製品制御技術第一課長  設備部制御技術室　主幹  崎山 雅美

  

 設備部制御技術室製品制御技術第二課長  設備部制御技術室　主幹　製鋼所駐在  松尾 義

  

 設備部制御技術室特殊計装・NDI技術課長  設備部制御技術室　主幹  亀川 浩之

  

 設備部制御技術室制御保全技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  上久保 新吾

  

 設備部制御技術室制御保全技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  荒木 洋祐

 設備部設備管理室　主幹兼務  
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 設備部制御技術室制御保全技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  佐桑 亮平

  

 設備部制御技術室銑鋼制御技術課　上席主幹  設備部制御技術室　主幹  高野 芳治

  

 設備部制御技術室銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  石原 昇

  

 設備部制御技術室銑鋼制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  小林 正

  

 復職　  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  石元 啓一

 設備部制御技術室銑鋼制御技術課　主幹  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　上席主幹　堺駐在  設備部制御技術室　主幹　堺駐在  山本 俊介

  

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　主幹　堺駐在  設備部制御技術室　主幹　堺駐在  池田 昭一郎

  

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　主幹　堺駐在  設備部制御技術室　主幹　堺駐在  高橋 宏彰

  

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　主幹　尼崎駐在  設備部制御技術室　主幹　尼崎駐在  橋本 和樹

  

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　主幹　尼崎駐在  設備部制御技術室　主幹　尼崎駐在  久保田 和人

 エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務  エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務

 設備部制御技術室製品制御技術第一課　主幹  設備部制御技術室　主査  吉田 篤史

  

 設備部制御技術室製品制御技術第二課　主幹  設備部制御技術室　主幹　製鋼所駐在  海老納 康生

 エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務  設備部製鋼所整備室　主幹兼務

  エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務  

  

 設備部制御技術室特殊計装・NDI技術課　主幹　尼崎駐在  設備部制御技術室　主幹　尼崎駐在  滝本 義一

  

 設備部制御技術室特殊計装・NDI技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  岡田 敬治郎

  

 設備部製銑整備室製銑機械整備課長  設備部機械技術室　主幹  山口 直希

  

 設備部和歌山圧延整備室長  設備部機械技術室　主幹  花森 陽

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  矢野 佑輔

  設備部機械技術室　主幹兼務

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  根尾 充

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  天尾 修文

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課　上席主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  今津 利弘
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 　▽瀬戸内製鉄所   

  

 総務部人事総務室総務課　主幹  工程業務部広畑物流室　主査  松野 菜月

  

 総務部呉総務室　主幹  総務部呉総務室　主査  本田 俊介

  総務部人事総務室　主査兼務

 総務部阪神総務室長  総務部　上席主幹　堺駐在  蒲原 卓司

 総務部　部長代理兼務  総務部阪神総務室長兼務

 （本社）内部統制・監査部　部長代理兼務  労働・購買部　上席主幹兼務  

  （本社）　内部統制・監査部　上席主幹兼務

 総務部阪神総務室　上席主幹　大阪駐在  総務部阪神総務室　主幹　大阪駐在  濱仲 誠

 労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務

 安全環境防災部阪神安全健康室　上席主幹兼務  安全環境防災部阪神安全健康室　主幹兼務  

 安全環境防災部阪神環境防災室　上席主幹兼務  安全環境防災部阪神環境防災室　主幹兼務

 総務部阪神総務室　主幹　東予駐在  総務部人事総務室　主査  齋藤 俊

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部広畑庶務室　主査兼務

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務   

  

 総務部経理室呉経理課長  総務部経理室　主幹　呉駐在  土屋 秀樹

 総務部財務室呉財務課長兼務  総務部財務室　主幹兼務

 総務部経理室阪神経理課長  総務部経理室　主幹　堺駐在  吉岡 憲吉

 総務部財務室阪神財務課長兼務  総務部財務室　主幹兼務

 総務部経理室呉経理課　主幹  総務部経理室　主査　呉駐在  森岡 憲一

 総務部財務室　主幹兼務  総務部財務室　主査兼務

 総務部財務室阪神財務課　主幹  総務部財務室　主幹　堺駐在  父川 渡

 総務部経理室　主幹兼務  総務部経理室　主幹兼務

 労働・購買部　部長代理  労働・購買部　上席主幹  目出 和千代

 労働・購買部協力会社連携室長兼務  総務部　上席主幹兼務

  労働・購買部協力会社連携室長兼務  

  

 労働・購買部労政人事室　上席主幹　呉駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　呉駐在  坂口 俊幸

  総務部人事総務室　主幹兼務

  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  

  

 労働・購買部労政人事室　上席主幹　大阪駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　呉駐在  片山 雄佑

 総務部人事総務室　上席主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室広畑労政人事課長  労働・購買部労政人事室　主幹  髙松 良亘

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  
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 労働・購買部労政人事室呉労政人事課長  総務部阪神総務室　主査　東予駐在  松田 拓

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

  労働・購買部労政人事室　主査兼務  

  

 労働・購買部労政人事室阪神労政人事課長  労働・購買部労政人事室　主幹　堺駐在  松浦 慎悟

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室広畑労政人事課　主幹  労働・購買部労政人事室　主幹  住川 浩一

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 労働・購買部労政人事室阪神労政人事課　主幹　大阪駐在  労働・購買部労政人事室　主幹　大阪駐在  徳永 寛光

  

 労働・購買部労政人事室阪神労政人事課　主幹  労働・購買部労政人事室　主査　堺駐在  美川 裕之

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

  総務部阪神総務室　主査兼務  

  

 労働・購買部協力会社連携室　部長代理　呉駐在  労働・購買部協力会社連携室　主幹　呉駐在  宮原 貴彦

  

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  労働・購買部労政人事室長  玉井 順一

  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室広畑協力会社連携課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  加藤 周平

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室呉協力会社連携課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹　呉駐在  高木 淳

 労働・購買部購買室呉購買課長兼務  労働・購買部購買室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室阪神協力会社連携課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  立山 政幸

 （本社）人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室広畑協力会社連携課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  黒田 一功

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務  労働・購買部労政人事室　主幹兼務

 設備部設備管理室　主幹兼務  設備部設備管理室　主幹兼務  

  

 労働・購買部協力会社連携室呉協力会社連携課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹　呉駐在  山本 洋一

  

 労働・購買部購買室広畑購買課長  労働・購買部購買室　主幹  足達 尚人

  

 労働・購買部購買室阪神購買課長  労働・購買部購買室　主幹　堺駐在  檀 英治

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 安全環境防災部　部長代理　呉駐在  安全環境防災部　上席主幹　呉駐在  林 政伸

  

 安全環境防災部安全健康室　上席主幹  安全環境防災部安全健康室　主幹  廣田 朋之

  

 安全環境防災部安全健康室　主幹  薄板部広畑めっき工場酸洗・めっき課長  戸町 恭平

  

 安全環境防災部阪神安全健康室　主幹  薄板部堺表面処理工場鍍装課長  内野 雅紀
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 安全環境防災部環境防災室長  安全環境防災部　主幹  真鍋 忠司

 （本社）防災推進部　上席主幹兼務  

 安全環境防災部環境防災室　上席主幹  安全環境防災部環境防災室　主幹  安藤 文和

  

 安全環境防災部環境防災室　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  岡田 泰行

  

 安全環境防災部呉環境防災室長  生産技術部生産技術室　主幹　堺駐在  谷口 斉一

  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

  生産技術部設備計画室　主幹兼務  

  

 安全環境防災部呉環境防災室　主幹  安全環境防災部呉環境防災室長  大武 淳一

  

 安全環境防災部阪神環境防災室　上席主幹　東予駐在  安全環境防災部阪神環境防災室　主幹　東予駐在  山口 剛

 安全環境防災部阪神安全健康室　上席主幹兼務  安全環境防災部阪神安全健康室　主幹兼務

 生産技術部　部長代理　呉駐在  生産技術部　上席主幹　呉駐在  野口 計

 （本社）スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　部長代理兼務  （本社）　スラグ事業・資源化推進部資源化企画室　上席主幹兼務

 生産技術部　部長代理　堺駐在  生産技術部生産技術室　上席主幹  村岡 秀紀

  

 生産技術部　部長代理  （本社）　技術総括部技術総括室　上席主幹  永井 渉

 製鋼部　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）　人事労政部人材開発室　上席主幹兼務  

  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　上席主幹兼務

 生産技術部生産技術室　部長代理兼務  薄板部薄板企画室長  丁子 敬大

  生産技術部生産技術室　上席主幹兼務

 生産技術部生産技術室　上席主幹  薄板部堺冷延工場長  芦田 靖生

 生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  

 薄板部薄板企画室　上席主幹兼務   

 薄板部冷延めっき技術室　上席主幹兼務  

 生産技術部生産技術室　上席主幹　東予駐在  生産技術部生産技術室　主幹　東予駐在  岩弘 尚典

 生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務

 薄板部薄板企画室　上席主幹兼務  薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務  

 薄板部冷延めっき技術室　上席主幹兼務  

 工程業務部工程企画室　主幹兼務免  工程業務部阪神特殊鋼薄板工程業務室長　大阪駐在  真鍋 憲司

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

  工程業務部工程企画室　主幹兼務  

  

 工程業務部工程企画室　主幹兼務免  工程業務部呉工程業務室長  佐賀 孝康

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

  工程業務部工程企画室　主幹兼務  

  

 生産技術部生産技術室　主幹　堺駐在  生産技術部生産技術室　主査　堺駐在  大伍 恵治
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 生産技術部生産技術室　主幹  安全環境防災部安全健康室　主幹  宮田 大吾

 生産技術部設備計画室　主幹兼務  

 生産技術部設備計画室長  ブリキ部ブリキ工場長  中谷 巌

  

 生産技術部設備計画室　部長代理  生産技術部設備計画室　上席主幹  髙島 光一

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

 生産技術部資源化推進室　上席主幹  生産技術部資源化推進室　主幹  清水 雅浩

 製銑部製銑技術室　上席主幹兼務  製銑部製銑技術室　主幹兼務

 品質管理部品質保証室長  品質管理部品質保証室　主幹  北村 和美

 （本社）品質保証部　上席主幹兼務  

 品質管理部品質保証室　主幹  品質管理部品質保証室長  礒野 潔

  （本社）　品質保証部　主幹兼務

 品質管理部薄板管理室長  薄板部広畑精整検査室長  河内 智

  

 品質管理部薄板管理室熱薄管理課長  品質管理部薄板管理室　主査  神澤 佑樹

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務  

 品質管理部薄板管理室冷め管理課長  品質管理部薄板管理室　主幹  塩見 慶太

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課長  品質管理部薄板管理室　主幹  圓城寺 努

  

 品質管理部薄板管理室商品企画課長  品質管理部薄板管理室　主幹  福井 圭太

 品質管理部阪神薄板管理室　主幹兼務  品質管理部阪神薄板管理室　主幹兼務

 品質管理部薄板管理室熱薄管理課　主幹　呉駐在  品質管理部薄板管理室　主査　呉駐在  渕上 雅文

 品質管理部阪神薄板管理室　主幹兼務  品質管理部阪神薄板管理室　主査兼務

 品質管理部薄板管理室冷め管理課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  山口 隆司

  

 品質管理部薄板管理室冷め管理課　主幹  品質管理部薄板管理室　主査  石川 和章

 品質管理部阪神薄板管理室　主幹兼務  品質管理部阪神薄板管理室　主査兼務

 品質管理部薄板管理室冷め管理課　主幹  品質管理部薄板管理室　主査  大六野 裕太

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課　上席主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  菊池 郁夫

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  北池 宏至

  

 品質管理部薄板管理室技術サービス課　主幹  品質管理部薄板管理室　主幹  梶居 裕二

 （本社）薄板事業部ブリキ・電磁鋼板営業部ブリキ技術室　主幹兼務  （本社）　薄板事業部ブリキ営業部ブリキ技術室　主幹兼務

 品質管理部薄板管理室商品企画課　主幹　堺駐在  品質管理部阪神薄板管理室　主幹  首藤 努

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務

 （本社）薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務  （本社）　薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務  
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 品質管理部阪神薄板管理室長  ブリキ部ブリキ技術室長  川上 勝教

 品質管理部一貫管理室　部長代理兼務  

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　部長代理兼務   

  

 品質管理部阪神薄板管理室　主幹  薄板部広畑めっき工場電気めっき課長  浦本 大明

  薄板部広畑めっき工場電気めっき課ＥＧＬ設備・品質係長兼務

 品質管理部阪神薄板管理阪神薄板管理課長  品質管理部阪神薄板管理室　主幹  井上 晴喜

 品質管理部薄板管理室　上席主幹兼務  品質管理部薄板管理室　主幹兼務

 品質管理部阪神薄板管理室高耐食めっき管理課長　東予駐在  品質管理部阪神薄板管理室　主幹　東予駐在  寺下 和也

 品質管理部一貫管理室　主幹兼務  

 品質管理部阪神薄板管理室高耐食めっき管理課　主幹　東予駐在  品質管理部阪神薄板管理室　主査　東予駐在  赤木 俊文

  

 品質管理部阪神薄板管理室高耐食めっき管理課　主幹　東予駐在  品質管理部阪神薄板管理室　主査　東予駐在  三宅 志典

  

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　上席主幹  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹  増野 拓

 生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務

 品質管理部一貫管理室　上席主幹兼務  品質管理部呉薄板管理室長  山下 浩一郎

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　上席主幹兼務  品質管理部一貫管理室　主幹兼務

  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務  

  

 品質管理部一貫管理室鉄源・分譲管理課長兼務  品質管理部一貫管理室長  宮原 正年

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　上席主幹兼務  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務

 品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　上席主幹　大阪駐在  品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　主幹　大阪駐在  田頭 聡

 品質管理部薄板管理室　上席主幹兼務  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務

 品質管理部特殊鋼薄板管理室　上席主幹兼務   

  

 品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　主幹  品質管理部阪神薄板管理室　主査  吉武 誠

  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主査兼務

 品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　主幹　大阪駐在  品質管理部阪神特殊鋼薄板管理室　主査　大阪駐在  天宅 秀樹

  

 品質管理部電磁鋼板管理室　上席主幹  品質管理部電磁鋼板管理室　主幹  国田 雄樹

  

 工程業務部工程企画室　部長代理兼務  工程業務部広畑物流室長  廣川 雄一

  工程業務部工程企画室　上席主幹兼務

 工程業務部工程企画室　上席主幹  工程業務部工程企画室　主幹  村松 利紀

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 工程業務部工程企画室　上席主幹  工程業務部工程企画室　主幹  相澤 秀一

  

 工程業務部工程企画室　主幹兼務  工程業務部呉工程業務室　主幹  新井 宏

  

 工程業務部広畑製品工程室　主幹  （本社）　薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主査  高野 照久
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 工程業務部広畑製品工程室工程計画課長  工程業務部広畑製品工程室　主幹  西口 哲也

  

 工程業務部工程企画室　主幹兼務免  工程業務部広畑製品工程室長  坂本 篤郎

 工程業務部広畑製品工程室生産管制課長兼務  工程業務部工程企画室　主幹兼務

 工程業務部広畑製品工程室工程計画課　主幹兼務  工程業務部阪神薄板工程業務室　主幹  松本 博伸

  

 工程業務部広畑製品工程室工程計画課　主幹兼務  工程業務部呉工程業務室　主幹  森﨑 淳哉

  

 工程業務部広畑製品工程室工程計画課　主幹兼務  工程業務部阪神特殊鋼薄板工程業務室　主幹　大阪駐在  島本 直人

  

 工程業務部広畑物流室製品管制課長  工程業務部広畑物流室　主査  植村 元宣

 工程業務部工程企画室　主幹兼務  工程業務部工程企画室　主査兼務

 工程業務部工程企画室　主幹兼務免  工程業務部阪神薄板工程業務室長  横井 弐至

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 工程業務部阪神薄板工程業務室管制課長兼務  工程業務部工程企画室　主幹兼務  

  工程業務部阪神薄板工程業務室管制課長兼務

 工程業務部阪神薄板工程業務室　主幹　  工程業務部阪神薄板工程業務室　主査  熊渕 利勝

 工程業務部工程企画室　主幹兼務  

 製銑部製銑技術室　主幹  製銑部製銑技術室　主査  柳原 一希

  

 製鋼部　部長代理  製鋼部　上席主幹  辻 隆史

  

 製鋼部　部長代理　呉駐在  製鋼部　上席主幹　呉駐在  田中 英樹

  

 製鋼部製鋼技術室　主幹　呉駐在  製鋼部製鋼技術室　主査　呉駐在  今村 直秀

  

 製鋼部製鋼技術室　主幹　呉駐在  製鋼部製鋼技術室　主査　呉駐在  田坂 典之

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  堀田 義朗

  

 製鋼部炉材室　主幹　呉駐在  製鋼部炉材室　主査　呉駐在  大杉 佳照

  

 薄板部　部長代理　呉駐在  薄板部　上席主幹　呉駐在  工藤 芳郎

  

 薄板部　部長代理　堺駐在  薄板部冷延めっき技術室長  宮崎 敦司

 生産技術部　部長代理兼務  

 薄板部薄板企画室　部長代理  薄板部薄板企画室　上席主幹  大森 潔

  

 薄板部薄板企画室　上席主幹  薄板部堺表面処理工場長  福山 智大

 総務部人事総務室　上席主幹兼務  
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 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  薄板部特殊鋼薄板技術室長　大阪駐在  谷野 悦二

 生産技術部設備計画室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 薄板部薄板企画室　上席主幹兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務  

  薄板部薄板企画室　主幹兼務

 薄板部熱延技術室　上席主幹　呉駐在  薄板部呉熱延工場長  笹沼 昭男

  

 薄板部熱延技術室広畑熱延技術課長  薄板部熱延技術室　主幹  伊東 照雄

  

 薄板部熱延技術室呉熱延技術課長  薄板部熱延技術室　主幹　呉駐在  合六 敦司

  

 薄板部冷延めっき技術室長  薄板部東予薄板工場長  荒谷 泰

  

 薄板部冷延めっき技術室　上席主幹　堺駐在  薄板部冷延めっき技術室　主幹　堺駐在  沼田 真明

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術第二課長　堺駐在  薄板部冷延めっき技術室　主査　堺駐在  山本 正樹

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課長  ブリキ部ブリキ工場めっき課長  難波 秀徳

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術第一課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主査　東予駐在  伊藤 康太

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術第二課　主幹　堺駐在  薄板部冷延めっき技術室　主査　堺駐在  井上 良平

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹　堺駐在  薄板部冷延めっき技術室　主査　堺駐在  渡邊 久展

 薄板部薄板企画室　主幹兼務  薄板部薄板企画室　主査兼務

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹  設備部プロセス技術室　主査  福田 悠人

  

 薄板部特殊鋼薄板技術室　主幹　大阪駐在  薄板部特殊鋼薄板技術室　主査　大阪駐在  藤田 真宏

  

 薄板部広畑熱延工場熱延精整課長  薄板部広畑精整検査室熱延精整検査課長  二井矢 亮太

  薄板部広畑精整検査室熱延精整検査課熱延精整係長兼務

 薄板部第一冷延めっき工場長  薄板部広畑めっき工場長  辻野 貴洋

  

 薄板部第一冷延めっき工場冷延課長  ブリキ部ブリキ工場冷延課長  東藤 篤史

  

 薄板部第二冷延めっき工場長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  宮田 卓哉

  総務部人事総務室　主幹兼務

  労働・購買部労政人事室　主幹兼務  

  

 薄板部第二冷延めっき工場冷延課長  薄板部広畑冷延工場冷延課長  山田 真史

  

 薄板部広畑精整検査室長  品質管理部薄板管理室　主幹  永濵 裕樹

  品質管理部特殊鋼薄板管理室　主幹兼務
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 薄板部呉熱延工場長  薄板部熱延技術室　主幹　呉駐在  今川 和則

  

 薄板部堺冷延めっき工場長  薄板部冷延めっき技術室　主幹　堺駐在  山下 幸士

  薄板部薄板企画室　主幹兼務

 薄板部堺冷延めっき工場めっき課長  薄板部堺表面処理工場めっき課長  山本 隆司

  

 薄板部東予薄板工場長  薄板部　上席主幹　堺駐在  平岩 亮紀

  

 電磁鋼板部　部長代理  電磁鋼板部　上席主幹  岡本 正英

 生産技術部　部長代理兼務  生産技術部　上席主幹兼務

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　上席主幹  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  村上 明宏

  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  柏田 祐治

 薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  前田 健太

 薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務  

 電磁鋼板部電磁鋼板工場長  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  高瀬 達弥

  

 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

 設備部広畑電気計装整備室長兼務   

  

 設備部　部長代理  設備部　上席主幹  青田 英樹

  

 設備部　部長代理　呉駐在  設備部　上席主幹　呉駐在  竹島 雅克

  

 設備部　部長代理  設備部　上席主幹  福島 謙太郎

  

 設備部　上席主幹  設備部広畑電気計装整備室長  後藤 武嗣

  

 設備部　上席主幹  設備部　主幹  山室 政志

 （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　上席  （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　主

 主幹兼務  幹兼務  

  

 設備部設備管理室長  設備部広畑機械整備室長  村井 隆公

  

 設備部設備管理室　部長代理　呉駐在  設備部設備管理室　主幹　呉駐在  菅野 晃由

 生産技術部設備計画室　部長代理兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務

 設備部設備管理室　主幹　呉駐在  設備部設備管理室　主査　呉駐在  重原 正史

  

 設備部設備管理室　主幹　呉駐在  設備部設備管理室　主査　呉駐在  槌廣 孝史
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 設備部設備管理室設備管理課長  設備部設備管理室　主幹  東本 敏男

  

 設備部設備管理室工事管理課長  設備部設備管理室　主幹  野村 佳彦

 設備部設備管理室建設調整課長兼務  

 設備部機械技術室薄板機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  小瀬木 卓也

  

 設備部機械技術室電磁機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  杉本 治久

  

 設備部機械技術室機械保全技術課長兼務  設備部機械技術室長  児島 史周

  

 設備部機械技術室電磁機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  千代盛 豊

  

 設備部制御技術室　上席主幹  設備部制御技術室　主幹  小林 卓司

  

 設備部制御技術室薄板制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  港 武志

  

 設備部制御技術室電磁制御技術課長  設備部制御技術室　主幹  武智 俊也

  

 設備部制御技術室電磁制御技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  吉田 隆司

  

 設備部プロセス技術室製鋼エネルギープロセス技術課長  設備部プロセス技術室　主査  眞壁 亮司

  

 設備部プロセス技術室製薄板プロセス技術課長  設備部プロセス技術室　主査  上杉 幸弘

  

 設備部土建技術室土木技術課長兼務  設備部土建技術室長  三谷 和之

  

 設備部広畑機械整備室長  設備部機械技術室　主幹  城﨑 康介

  

 設備部呉製銑設備室　主幹  設備部呉製銑設備室　主査  戸倉 昌一

  

 設備部呉製銑設備室　主幹  設備部呉製銑設備室　主査  前田 研吾

  

 設備部呉製銑設備室　主幹  設備部呉製銑設備室　主査  宮川 知也

  

 設備部呉製鋼・圧延設備室　主幹  設備部呉製鋼・圧延設備室　主査  橋田 司

  

 設備部呉製鋼・圧延設備室　主幹  設備部呉製鋼・圧延設備室　主査  水戸 健大郎

  

 設備部呉電気計装設備室　主幹  設備部呉電気計装設備室　主査  瀬戸 香樹

  

 設備部呉電気計装設備室　主幹  設備部呉電気計装設備室　主査  阿部 康臣
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 設備部呉電気計装設備室　主幹  設備部呉電気計装設備室　主査  住吉 朗

  

 設備部阪神設備室設備技術課長  設備部阪神設備室　主幹  中溝 浩行

  

 設備部阪神設備室保全技術課長  設備部阪神設備室　主幹  三輪 嘉一

 設備部設備管理室　上席主幹兼務  

 設備部阪神設備室東予設備課長  設備部阪神設備室　主幹　東予駐在  森下 久生

  

 設備部阪神設備室大阪・神崎設備課長  設備部阪神設備室　主幹　大阪駐在  飯盛 淳二

 生産技術部設備計画室　主幹兼務  生産技術部設備計画室　主幹兼務

 設備部阪神設備室設備技術課　上席主幹  設備部阪神設備室　主幹  佐藤 敏明

  

 設備部阪神設備室設備技術課　主幹  設備部阪神設備室　主幹  土肥 隆司

  

 設備部阪神設備室設備技術課　主幹  （本社）　設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　主幹  山本 敬司

  

 設備部阪神設備室設備技術課　主幹  設備部阪神設備室　主幹  髙橋 一郎

  

 設備部阪神設備室東予設備課　主幹  設備部阪神設備室　主幹　東予駐在  山下 竜一

  

 設備部阪神設備室東予設備課　主幹  設備部阪神設備室　主幹　東予駐在  古川 峰飛

  

 設備部阪神設備室大阪・神崎設備課　主幹  設備部阪神設備室　主幹　大阪駐在  岸 健司

  

 設備部エネルギー技術室　主幹　呉駐在  設備部エネルギー技術室　主査　呉駐在  柞磨 辰也

  

   

  

 　▽九州製鉄所   

  

 総務部人事総務室人事第一課　上席主幹  総務部人事総務室　主幹  松下 豪

  

 総務部人事総務室総務課　上席主幹  総務部人事総務室　主幹  有働 康之

 総務部　上席主幹兼務  総務部　主幹兼務

 総務部人事総務室総務課　主幹  総務部八幡庶務室　主幹  吉田 浩一朗

  総務部人事総務室　主幹兼務

 総務部大分総務室　主幹  総務部大分総務室　主査  比永 雅彦

  

 総務部経理室品種管理課長  総務部経理室　主幹  靏田 総称

  

 総務部経理室設備予算課長  総務部経理室　主幹　大分駐在  灰本 浩和
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 総務部財務室長  総務部財務室　主幹  沢田 雅典

 総務部財務室固定資産管理課長兼務  

 総務部財務室決算総括課長  総務部経理室　主幹  塚田 良幸

  

 労働・購買部　主幹  労働・購買部労政人事室　主幹　光駐在  福嶋 義雄

 総務部人事総務室　主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 総務部大分総務室　主幹兼務  総務部大分総務室　主幹兼務  

 労働・購買部労政人事室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  労働・購買部購買室　主幹兼務  

 労働・購買部購買室　主幹兼務  

 労働・購買部労政人事室労働人事第一課長  労働・購買部労政人事室　主査  大野 洋平

 労働・購買部協力会社連携室　主幹兼務  総務部人事総務室　主査兼務

 総務部人事総務室　主幹兼務  労働・購買部協力会社連携室　主査兼務  

  

 労働・購買部協力会社連携室長  厚板部厚板技術室長  中島 隆夫

 労働・購買部労政人事室　部長代理兼務  

 労働・購買部協力会社連携室　部長代理兼務  労働・購買部労政人事室長  寳藏寺 和夫

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室　上席主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  渡辺 貴之

  

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課長  労働・購買部協力会社連携室　主幹  野上 不二哉

  

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹　大分駐在  労働・購買部協力会社連携室　主幹　大分駐在  曳汐 賢吉

  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主幹  垣内 晴生

  

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹　大分駐在  労働・購買部協力会社連携室　主幹　大分駐在  池上 嘉之

  

 労働・購買部協力会社連携室作業請負課　主幹  労働・購買部協力会社連携室　主査  中島 嗣富

  

 労働・購買部協力会社連携室工事・整備請負課　主幹　大分駐在  労働・購買部協力会社連携室　主幹　大分駐在  平井 康一

  

 労働・購買部購買室八幡納品検査係長兼務免  労働・購買部購買室長  中村 健一

  労働・購買部購買室八幡納品検査係長兼務

 労働・購買部購買室資材課長  労働・購買部購買室　主幹  中山 法明

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹　大分駐在  労働・購買部購買室　主幹　大分駐在  小齊平 健

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹  労働・購買部購買室　主幹  北島 幹

  

 労働・購買部購買室資材課　主幹  労働・購買部購買室　主幹  甲斐 勝也
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 安全環境防災部　部長代理　大分駐在  安全環境防災部　上席主幹　大分駐在  安田 賢一

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  冨岡 嘉晃

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  中西 昌嗣

  

 安全環境防災部安全健康室　部長代理  安全環境防災部安全健康室　上席主幹  加藤 滝治郎

  

 安全環境防災部安全健康室　主幹  安全環境防災部安全健康室　主査  小林 和也

  

 安全環境防災部大分安全健康室長  設備部厚板整備室長  砂川 晃

  

 安全環境防災部大分安全健康室　上席主幹  安全環境防災部大分安全健康室　主幹  油布 文枝

  

 安全環境防災部大分環境防災室　上席主幹  安全環境防災部大分環境防災室　主幹  中本 武広

  

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  太田 明宏

 チタン・ステンレス部　部長代理兼務  チタン・ステンレス部　上席主幹兼務

 生産技術部　部長代理  生産技術部　上席主幹  大西 憲二

  

 生産技術部生産技術室長  製鋼部製鋼技術室長  岩崎 潤哉

  

 生産技術部生産技術室　部長代理　大分駐在  生産技術部　上席主幹　大分駐在  渡邉 一臣

  

 生産技術部生産技術室　上席主幹　大分駐在  生産技術部生産技術室　主幹　大分駐在  山本 和人

  

 生産技術部生産技術室　上席主幹  生産技術部生産技術室　主幹  越川 喬雄

 総務部人事総務室　上席主幹兼務  総務部人事総務室　主幹兼務

 （本社）デジタル改革推進部　上席主幹兼務  （本社）　デジタル改革推進部　主幹兼務  

 

 生産技術部生産技術室生産計画課長　大分駐在  生産技術部生産技術室　主幹　大分駐在  萩生田 学

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課長  生産技術部ものづくり基盤推進室　上席主幹  長根 利弘

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹　大分駐在  生産技術部生産技術室　主幹　大分駐在  有墨 誠治

  

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  家永 淳也

 工程業務部八幡工程計画室　主幹兼務  工程業務部八幡工程計画室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室生産計画課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  丸尾 亮太

 工程業務部八幡工程計画室　主幹兼務  工程業務部八幡工程計画室　主幹兼務

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹  生産技術部生産技術室　主幹  中山 一朗

 （本社）知的財産部　主幹兼務  （本社）　知的財産部　主幹兼務
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 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹　大分駐在  生産技術部生産技術室　主幹　大分駐在  金子 克志

  

 生産技術部生産技術室開発・知財課　主幹　大分駐在  生産技術部生産技術室　主幹　大分駐在  栁 英樹

  

 生産技術部IEソリューション室長  生産技術部ものづくり基盤推進室長  大室 正人

 （本社）デジタル改革推進部　上席主幹兼務  

 （本社）技術総括部技術総括室　上席主幹兼務   

  

 生産技術部IEソリューション室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹  戸田 優

  

 生産技術部IEソリューション室　主幹  生産技術部ものづくり基盤推進室　主幹  西山 正一

  生産技術部システム室　主幹兼務

 生産技術部設備計画室　部長代理  生産技術部設備計画室　上席主幹  伊藤 知洋

  

 生産技術部設備計画室　上席主幹  生産技術部設備計画室　主幹  太田 真紀

  

 生産技術部設備計画室　主幹　大分駐在  チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　主幹　光駐在  後藤 守

  

 品質管理部　部長代理  品質管理部　主幹  荒牧 高志

  

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部光熱押・特殊管管理室長  石橋 精二

 光鋼管部　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 光鋼管部　上席主幹兼務  

 

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  チタン・ステンレス部ステンレス管理室長  田村 眞市

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　上席主幹兼務  

 

 品質管理部一貫管理室　上席主幹兼務  品質管理部大分一貫管理室長  松尾 忍

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 品質管理部一貫管理室　主幹兼務  

 

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  品質管理部ブリキ管理室長  野口 幸一

 ブリキ部　上席主幹兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 ブリキ部　主幹兼務  

 

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  チタン・ステンレス部チタン管理室長　光駐在  本田 誠次

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　上席主幹兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　主幹兼務  

 

 品質管理部品質保証室品質保証課長　大分駐在  品質管理部品質保証室　主幹　大分駐在  小川 健一
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 品質管理部品質保証室試験分析・証明課長  品質管理部品質保証室　主幹  近藤 英二

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  木下 岳一

  

 品質管理部品質保証室品質保証課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  近藤 龍治

  

 品質管理部品質保証室試験分析・証明課　主幹  品質管理部品質保証室　主幹  森川 匡人

  

 品質管理部一貫管理室鋼片一貫管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  稲波 義浩

  

 品質管理部一貫管理室薄板一貫管理課長  品質管理部一貫管理室　主幹  坂本 健太郎

  

 品質管理部一貫管理室鋼片一貫管理課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  藤谷 真

  

 品質管理部一貫管理室鋼片一貫管理課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  辻村 晃介

 棒線部棒線技術室　主幹兼務  棒線部棒線技術室　主幹兼務

 品質管理部一貫管理室鋼片一貫管理課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  安倍 秀貴

  

 品質管理部一貫管理室薄板一貫管理課　主幹  品質管理部一貫管理室　主幹  鍵本 幸輝

  

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部一貫管理室長  本田 尚久

 品質管理部大分一貫管理室　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 品質管理部大分一貫管理室　上席主幹兼務  

 

 品質管理部大分一貫管理室大分薄板一貫管理課　主幹  品質管理部大分一貫管理室　主幹  片井 崇博

  

 品質管理部厚板管理室厚板管理課長  品質管理部厚板管理室　主査  中村 真吾

  

 品質管理部厚板管理室厚板技術サービス課長  品質管理部厚板管理室　主幹  千葉 幸弘

  

 品質管理部厚板管理室厚板管理課　主幹  品質管理部厚板管理室　主幹  宮﨑 洪太郎

 安全環境防災部大分安全健康室　主幹兼務  

 安全環境防災部大分環境防災室　主幹兼務   

  

 品質管理部厚板管理室厚板技術サービス課　主幹  品質管理部厚板管理室　主幹  獅々堀 明

  

 品質管理部八幡薄板管理室八幡熱薄・冷薄管理課長  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  鶴田 明宏

  

 品質管理部八幡薄板管理室めっき管理課長  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  江口 晴彦

  

 品質管理部八幡薄板管理室特殊鋼管理課長  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  古田 智寛
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 品質管理部八幡薄板管理室八幡薄板商品企画課長  品質管理部八幡薄板管理室　上席主幹  入川 秀昭

 九州支店薄板室　部長代理兼務  九州支店薄板室　上席主幹兼務

 品質管理部八幡薄板管理室八幡熱薄・冷薄管理課　主幹  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  矢頭 久斉

  

 品質管理部八幡薄板管理室八幡薄板商品企画課　主幹  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  切畑 敦詞

 大阪支社薄板商品技術室　主幹兼務  大阪支社薄板商品技術室　主幹兼務

 品質管理部八幡薄板管理室八幡薄板商品企画課　主幹  品質管理部八幡薄板管理室　主幹  福里 哲次

  

 品質管理部大分薄板管理室大分熱薄管理第二課長  品質管理部大分薄板管理室　主幹  荒木 慎一

  

 品質管理部大分薄板管理室大分薄板商品企画課長  品質管理部大分薄板管理室　主幹  吉田 治

 九州支店薄板室　上席主幹兼務  

 品質管理部ブリキ管理室ブリキ管理課長  品質管理部ブリキ管理室　主幹  鳥巣 慶一郎

  

 品質管理部ブリキ管理室ブリキ商品企画課長  品質管理部ブリキ管理室　主幹  近藤 博喜

  

 品質管理部ブリキ管理室ブリキ管理課　主幹  品質管理部ブリキ管理室　主幹  太田 正之

  

 品質管理部ブリキ管理室ブリキ商品企画課　主幹  品質管理部ブリキ管理室　主幹  油井 聡

 ブリキ部ブリキ技術室　主幹兼務  ブリキ部ブリキ技術室　主幹兼務

 品質管理部電磁鋼板管理室長  品質管理部電磁鋼板管理室　主幹  松本 穣

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  

 電磁鋼板部　上席主幹兼務   

  

 品質管理部電磁鋼板管理室電磁管理企画課長  品質管理部電磁鋼板管理室　主幹  山本 紀宏

  

 品質管理部電磁鋼板管理室NO管理課長  品質管理部電磁鋼板管理室　主査  浦郷 将英

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹兼務  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主査兼務

 品質管理部棒線管理第一室長  品質管理部棒線管理第一室　主幹  今高 秀樹

 棒線部　主幹兼務  

 品質管理部棒線管理第一室棒線商品開発課長  品質管理部棒線管理第一室　主幹  大橋 徹也

  

 品質管理部棒線管理第一室棒線商品開発課　主幹  品質管理部棒線管理第一室　主幹  三野 匡之

  

 品質管理部棒線管理第一室棒線商品開発課　主幹  品質管理部棒線管理第一室　主査  宮越 有祐

 技術開発本部九州技術研究部製鋼・鋼材研究室　主幹兼務  技開本部　九州技術研究部　主任研究員兼務

 品質管理部棒線管理第二室棒線管理課長  品質管理部棒線管理第二室　主幹  杉本 岳士

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線技術サービス課長  品質管理部棒線管理第二室　主幹  石坂 行雄

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線管理課　主幹  品質管理部棒線管理第二室　主幹  白石 一憲
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 品質管理部棒線管理第二室棒線管理課　主幹  品質管理部棒線管理第二室　主幹  齋藤 滋

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線管理課　主幹  品質管理部棒線管理第二室　主幹　  中村 孝幸

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線管理課　主幹  品質管理部棒線管理第二室　主幹  宮竹 照司

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線技術サービス課　主幹  品質管理部棒線管理第一室　主幹  平田 幸四郎

  

 品質管理部棒線管理第二室棒線技術サービス課　主幹  品質管理部棒線管理第二室　主幹  鈴木 大輔

  

 品質管理部軌条管理室　上席主幹  品質管理部軌条管理室　主幹  園山 恭平

 形鋼部　上席主幹兼務  形鋼部　主幹兼務

 品質管理部光熱押・特殊管管理室熱押・特殊管管理課長  品質管理部光熱押・特殊管管理室　主幹  香山 勇人

  

 品質管理部光熱押・特殊管管理室熱押・特殊管管理課　主幹  品質管理部光熱押・特殊管管理室　主査  川西 毅

 安全環境防災部大分安全健康室　主幹兼務  

 安全環境防災部大分環境防災室　主幹兼務   

  

 品質管理部光電縫鋼管管理室電縫鋼管管理課長  品質管理部光電縫鋼管管理室　主幹  津末 高志

  

 品質管理部光電縫鋼管管理室電縫鋼管管理課　上席主幹  品質管理部光電縫鋼管管理室　主幹  緒方 敏幸

  

 品質管理部光電縫鋼管管理室電縫鋼管管理課　主幹  品質管理部光電縫鋼管管理室　主査  小林 俊一

  

 工程業務部　部長代理  工程業務部　上席主幹  新井 正和

  

 工程業務部　部長代理  工程業務部　上席主幹  梯 健一

  

 工程業務部　上席主幹  工程業務部工程企画室　主幹  渡辺 辰宏

 工程業務部工程企画室　上席主幹兼務  

 工程業務部工程企画室長兼務  工程業務部長  金久保 龍治

  

 工程業務部工程企画室工程企画課長  工程業務部工程企画室　主幹  佐藤 博文

  

 工程業務部八幡工程計画室八幡操業管理課長  工程業務部八幡工程計画室　主幹  松永 猛

  

 工程業務部八幡工程計画室八幡工程計画課　主幹  工程業務部八幡工程計画室　主幹  天岡 裕之

  

 工程業務部工程企画室　主幹兼務免  工程業務部大分製品工程室長  小林 正典

  工程業務部工程企画室　主幹兼務

  工程業務部大分工程計画室　主幹兼務  

  厚板部　主幹兼務
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 工程業務部大分製品工程室厚板計画課長  工程業務部大分製品工程室　主幹  志賀 健太郎

 厚板部　主幹兼務  厚板部　主幹兼務

 工程業務部大分製品工程室厚板進度課長  工程業務部大分製品工程室　主幹  吉野 弘康

 厚板部　主幹兼務  厚板部　主幹兼務

 工程業務部工程企画室長兼務免  工程業務部八幡薄板工程室長  寺司 智一朗

  工程業務部工程企画室長兼務

 工程業務部棒線工程室長  （本社）　棒線事業部棒線営業部棒鋼第二室　主幹  平尾 真一郎

 棒線部　主幹兼務  

 工程業務部棒線工程室小倉出荷調整課長兼務   

  

 工程業務部棒線工程室棒線計画課長  工程業務部棒線工程室　主幹  藤田 裕介

  

 工程業務部大分物流室　主幹兼務免  工程業務部光鋼管工程業務室長  魚住 明

  工程業務部大分物流室　主幹兼務

 工程業務部光鋼管工程業務室熱押・特殊管工程課長  工程業務部光鋼管工程業務室　主幹  松村 三郎

  

 工程業務部光鋼管工程業務室電縫鋼管工程課　主幹  工程業務部光鋼管工程業務室　主査  山本 紘永

  

 工程業務部物流企画室長  工程業務部　上席主幹  長 誠一郎

 工程業務部　部長代理兼務  工程業務部工程企画室　上席主幹兼務

 工程業務部物流企画室物流企画課長  工程業務部工程企画室　主幹  有薗 昭浩

  

 工程業務部物流企画室物流技術課長  工程業務部八幡物流室　主幹  田中 信悟

  工程業務部工程企画室　主幹兼務

 工程業務部物流企画室物流企画課　主幹  工程業務部八幡物流室　主幹  山口 良史

 工程業務部工程企画室　主幹兼務  

 工程業務部八幡物流室小倉物流課長  工程業務部八幡物流室小倉出荷課長  堺 浩一

 工程業務部八幡物流室小倉物流課小倉出荷係長兼務  

 工程業務部大分物流室大分物流技術課長  工程業務部大分物流室　主幹  武部 英次

  

 工程業務部大分物流室大分物流技術課　主幹  工程業務部大分物流室　主幹  岩尾 雄介

  

 工程業務部大分物流室大分物流課長兼務  工程業務部大分物流室長  白神 孝之

 工程業務部大分物流室大分物流課出荷調整係長兼務  工程業務部大分物流室出荷調整係長兼務

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹　大分駐在  資源化推進部資源化推進室　主幹　大分駐在  増田 大二郎

  

 資源化推進部資源化推進室　上席主幹　大分駐在  資源化推進部資源化推進室　主幹　大分駐在  曽根 英彰

  

 資源化推進部資源化推進室　主幹  資源化推進部資源化推進室　主査  佐藤 勇太

  

 資源化推進部資源化推進室八幡プラスチックリサイクル課長  製銑部製銑技術室　主幹  酒井 厚彦
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 資源化推進部資源化推進室大分プラスチックリサイクル課長  資源化推進部資源化推進室　主幹　大分駐在  永田 匡広

  資源化推進部資源化推進室大分プラスチックリサイクル課長兼務

 資源化推進部スラグ室八幡スラグ業務管理課長  資源化推進部スラグ室　主幹  加茂 真然義

  

 資源化推進部スラグ室八幡スラグ営業課長  資源化推進部スラグ室　主幹  藤井 郁男

  

 資源化推進部スラグ室大分スラグ業務管理課長  資源化推進部スラグ室　主幹　大分駐在  鷲巣 敏

  

 資源化推進部スラグ室大分スラグ営業課長  資源化推進部スラグ室　主幹　大分駐在  工藤 俊昭

  

 資源化推進部スラグ室八幡スラグ業務管理課　主幹  資源化推進部スラグ室　主幹  定司 英明

  

 資源化推進部スラグ室大分スラグ業務管理課　主幹  資源化推進部スラグ室　主幹　大分駐在　  野田 盛夫

  

 製銑部　部長代理  製銑部　上席主幹  梅崎 孝之

 資源化推進部　部長代理兼務  資源化推進部　上席主幹兼務

 製銑部　部長代理  製銑部　上席主幹  小林 達男

  

 製銑部　上席主幹兼務  製鋼部炉材室八幡炉材整備課長  梅田 真悟

 製銑部　主幹兼務

 製銑部製銑技術室　上席主幹　大分駐在  製銑部製銑技術室　主幹　大分駐在  藤田 和樹

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課長  製銑部製銑技術室　主幹  福島 彰吾

  

 製銑部製銑技術室原料技術課長  製銑部製銑技術室　主幹  品川 和之

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課　上席主幹　大分駐在  （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  古田 博之

  設備技術室長

  設備部　主幹兼務  

  

 製銑部製銑技術室高炉技術課　主幹　大分駐在  製銑部製銑技術室　主幹　大分駐在  尾藤 貴

 製銑部大分高炉工場　主幹兼務  製銑部大分高炉工場　主幹兼務

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹　大分駐在  製銑部製銑技術室　主幹　大分駐在  小林 政徳

  

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹　大分駐在  製銑部製銑技術室　主幹　大分駐在  伊藤 洋平

  

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹  製銑部製銑技術室　主幹  中川 洋一

  

 製銑部製銑技術室原料技術課　主幹　大分駐在  （本社）　製銑技術部　主幹  長池 勇気

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課長  製銑部コークス技術室　主幹  池本 慎太郎

 生産技術部　上席主幹兼務  生産技術部　主幹兼務
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 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課長　大分駐在  製銑部コークス技術室　主幹　大分駐在  野口 敏彦

  

 製銑部コークス技術室コークス技術課　主幹　大分駐在  製銑部コークス技術室　主幹　大分駐在  髙下 将一郎

  

 製銑部コークス技術室選炭・化成技術課　主幹　大分駐在  製銑部コークス技術室　主幹　大分駐在  田中 繁三

  

 製銑部製銑管理室原燃料需給課長  資源化推進部資源化推進室　主幹  植木 誠

  資源化推進部資源化推進室八幡プラスチックリサイクル課長兼務

 製鋼部　部長代理  製鋼部　上席主幹  笹目 欽吾

  

 製鋼部　部長代理　大分駐在  製鋼部　上席主幹　大分駐在  和田 敏之

  

 製鋼部製鋼技術室長  製鋼部大分鋼片管理室長  森田 浩二

  

 製鋼部製鋼技術室　上席主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  植田 和則

 生産技術部生産技術室　上席主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 （本社）製鋼技術部　上席主幹兼務  （本社）　製鋼技術部　主幹兼務  

 

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  切敷 幸一

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課長　大分駐在  製鋼部製鋼技術室　主幹　大分駐在  新野 崇一

  

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課長  製鋼部製鋼技術室　主幹  大川 武士

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　上席主幹　大分駐在  製鋼部製鋼技術室　主幹　大分駐在  永原 政明

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  吉田 和道

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹　大分駐在  製鋼部製鋼技術室　主幹　大分駐在  足立 真彦

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課品質検査係長兼務  製鋼部製鋼技術室品質検査係長兼務

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  廣岡 亮輔

  

 製鋼部製鋼技術室製鋼企画課　主幹  製鋼部八幡製鋼工場連鋳課長  五所 卓巳

  

 製鋼部製鋼技術室精錬技術課　上席主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  菅野 浩至

  

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課　主幹  製鋼部製鋼技術室　主幹  田中 和久

  

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課　主幹　大分駐在  製鋼部大分鋼片管理室　主幹  中島 裕文

  

 製鋼部製鋼技術室連鋳技術課　主幹　大分駐在  製鋼部製鋼技術室　主幹  山崎 泰生
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 製鋼部炉材室炉材技術課長　大分駐在  製鋼部炉材室　主幹　大分駐在  渡邉 国彦

  

 製鋼部炉材室炉材技術課　主幹  製鋼部炉材室　主査  髙嶋 章伍

  

 製鋼部八幡製鋼工場連鋳課長  製鋼部製鋼技術室　主査  棚橋 達一

  安全環境防災部安全健康室　主査兼務

 製鋼部八幡製鋼工場小倉製鋼保全係長兼務  製鋼部八幡製鋼工場長  渡辺 信輔

  

 製鋼部大分鋼片管理室長  （本社）　防災推進部　主幹  竹﨑 一誠

  

 厚板部　上席主幹  厚板部　主幹  池田 佳士郎

  

 厚板部厚板技術室長  厚板部厚板技術室　主幹  小田 朋哉

  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課長  厚板部厚板技術室　主査  戸田 紘太郎

  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課　主幹  厚板部厚板技術室　主幹  黒子 貴

  

 厚板部厚板技術室厚板精整技術課　主幹  厚板部厚板技術室　主幹  川村 尚徳

  

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部大分薄板管理室長  平野 篤志

 薄板部　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 薄板部　上席主幹兼務  

 

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部八幡薄板管理室長  高木 康裕

 薄板部　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 薄板部　主幹兼務  

 

 薄板部　上席主幹  薄板部　主幹  松井 邦暢

  薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務

 薄板部熱延技術室熱延企画課長  薄板部熱延技術室　上席主幹  川口 拓

  

 薄板部熱延技術室熱延品質技術課長  薄板部熱延技術室　主幹  山田 豪

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課長　大分駐在  薄板部熱延技術室　主幹　大分駐在  田﨑 文規

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　上席主幹  薄板部熱延技術室　主幹  佐々木 剛宏

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　主幹  薄板部熱延技術室　主幹  山口 清治

  

 薄板部熱延技術室熱延企画課　主幹　大分駐在  薄板部熱延技術室　主幹　大分駐在  澤田 大助
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 薄板部熱延技術室熱延品質技術課　主幹　大分駐在  薄板部熱延技術室　主査　大分駐在  柏木 卓司

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課　主幹　大分駐在  薄板部熱延技術室　主幹　大分駐在  黒畑 友秀

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課　主幹  薄板部熱延技術室　主幹  増田 禅

  

 薄板部熱延技術室熱延操業技術課　主幹　大分駐在  薄板部熱延技術室　主幹　大分駐在  田島 純一

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  大野 晃

 ブリキ部ブリキ技術室　上席主幹兼務  ブリキ部ブリキ技術室　主幹兼務

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　上席主幹兼務  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹兼務  

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  井口 亮

  

 薄板部冷延めっき技術室冷め検査技術課長  薄板部冷延めっき技術室　主幹  水田 智士

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　上席主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  原口 祐一

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　上席主幹兼務  ブリキ部ブリキ技術室　主幹兼務

 ブリキ部ブリキ技術室　上席主幹兼務  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹兼務  

  

 薄板部冷延めっき技術室冷延技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主査  窪田 竜哉

  

 薄板部冷延めっき技術室めっき技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  桑名 達也

  

 薄板部冷延めっき技術室冷め検査技術課　主幹  薄板部冷延めっき技術室　主幹  片岡 毅晴

  

 ブリキ部　部長代理  ブリキ部　上席主幹  柳原 偉男

 薄板部冷延めっき技術室　部長代理兼務  薄板部冷延めっき技術室　上席主幹兼務

 ブリキ部ブリキ技術室　部長代理兼務  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　部長代理兼務  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　上席主幹兼務

 ブリキ部ブリキ技術室めっき技術課長  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  河端 誠

  

 ブリキ部ブリキ技術室ブリキ企画課長兼務  ブリキ部ブリキ技術室長  神野 晶弘

  

 ブリキ部ブリキ技術室ブリキ企画課　主幹  ブリキ部ブリキ技術室　主幹  山本 達也

 薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務  薄板部冷延めっき技術室　主幹兼務

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹兼務  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹兼務  

  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室電磁鋼板企画課長  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  長野 翔二

  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室電磁鋼板企画課　主幹  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  尾﨑 茂克

 品質管理部電磁鋼板管理室　主幹兼務  品質管理部電磁鋼板管理室　主幹兼務
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 電磁鋼板部電磁鋼板技術室電磁鋼板企画課　主幹  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  小野 正雄

  

 電磁鋼板部電磁鋼板技術室電磁鋼板企画課　主幹  電磁鋼板部電磁鋼板技術室　主幹  杉山 公彦

  

 棒線部　部長代理  棒線部　上席主幹  本田 英二

 生産技術部　部長代理兼務  生産技術部　上席主幹兼務

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部棒線管理第二室長  権藤 寛

 棒線部　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 棒線部　上席主幹兼務  

 

 棒線部　上席主幹  棒線部　主幹  茶野 宏昭

  

 棒線部棒線技術室分塊技術課　主幹  棒線部棒線技術室　主幹  林 昭久

  

 品質管理部品質保証室　上席主幹兼務  品質管理部軌条管理室長  山本 剛士

 形鋼部　上席主幹兼務  品質管理部品質保証室　主幹兼務

 形鋼部　主幹兼務  

 

 形鋼部軌条技術室軌条工程課長  形鋼部軌条技術室　主幹  久保 祐三

 工程業務部　主幹兼務  工程業務部　主幹兼務

 形鋼部軌条技術室軌条技術課長兼務  形鋼部軌条技術室長  松下 公一郎

  

 形鋼部軌条技術室軌条技術課　上席主幹  形鋼部軌条技術室　主幹  佐藤 琢也

  

 形鋼部軌条技術室軌条技術課　上席主幹  形鋼部軌条技術室　主幹  芝田 雅文

  

 形鋼部軌条技術室軌条技術課　主幹  形鋼部軌条技術室　主幹  奥村 晃央

  

 形鋼部軌条技術室軌条技術課　主幹  形鋼部軌条技術室　主幹  棚橋 拓也

  

 形鋼部軌条技術室軌条技術課　主幹  形鋼部軌条技術室　主幹  森 啓

  

 八幡スパイラル鋼管工場長  八幡スパイラル鋼管工場　主幹  山本 記之

 八幡スパイラル鋼管工場スパイラル鋼管技術室長兼務  

 （本社）厚板・建材事業部　上席主幹兼務   

  

 品質管理部品質保証室　部長代理兼務  品質管理部光電縫鋼管管理室長  佐藤 直治

 光鋼管部　部長代理兼務  品質管理部品質保証室　上席主幹兼務

 光鋼管部　上席主幹兼務  

 

 光鋼管部光鋼管技術室　主幹  品質管理部光電縫鋼管管理室　主幹  濱石 光洋
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 光鋼管部光鋼管技術室電縫鋼管技術課長  光鋼管部光鋼管技術室　主幹  溝田 芳成

  

 光鋼管部光電縫鋼管工場長  光鋼管部光鋼管技術室　主幹  武田 祐輔

  安全環境防災部大分安全健康室　主幹兼務

  安全環境防災部大分環境防災室　主幹兼務  

  

 チタン・ステンレス部　部長代理　光駐在  チタン・ステンレス部　上席主幹　光駐在  栗田 保

  

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　上席主幹　光駐在  チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　主幹　光駐在  津川 洋介

  

 チタン・ステンレス部チタン管理室　主幹　光駐在  チタン・ステンレス部チタン管理室　主査　光駐在  米正 裕

 光鋼管部光鋼管技術室　主幹兼務  光鋼管部光鋼管技術室　主査兼務

  

  

 チタン・ステンレス部チタン管理室チタン品質技術課長　光駐在  チタン・ステンレス部チタン管理室　主幹　光駐在  猿渡 祐輝

 光鋼管部光鋼管技術室　主幹兼務  光鋼管部光鋼管技術室　主幹兼務

 チタン・ステンレス部チタン管理室チタン品質技術課　主幹　光駐在  チタン・ステンレス部チタン管理室　主幹　光駐在  山﨑 達夫

  

 チタン・ステンレス部ステンレス管理室ステンレス品質課長  チタン・ステンレス部ステンレス管理室　主幹  後藤 茂之

  

 チタン・ステンレス部ステンレス管理室ステンレス管理課長  チタン・ステンレス部ステンレス管理室　主幹  伊藤 力

 チタン・ステンレス部チタン管理室　主幹兼務  チタン・ステンレス部チタン管理室　主幹兼務

 チタン・ステンレス部ステンレス管理室ステンレス管理課　主幹  チタン・ステンレス部ステンレス管理室　主幹  川内 大輔

 生産技術部生産技術室　主幹兼務  生産技術部生産技術室　主幹兼務

 チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　主幹兼務  チタン・ステンレス部チタン・ステンレス企画室　主幹兼務  

  

 設備部設備管理室　部長代理　大分駐在  設備部設備管理室　上席主幹　大分駐在  宮岡 伸治

  

 設備部設備管理室八幡設備管理課長  設備部設備管理室　主幹  吉岡 俊弘

  

 設備部設備管理室大分設備管理課長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  小林 真樹

 設備部制御技術室　上席主幹兼務  

 設備部設備管理室八幡設備管理課　上席主幹  設備部設備管理室　主幹  安東 孝

  

 設備部設備管理室八幡設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹  秋本 忠

 安全環境防災部安全健康室　主幹兼務  安全環境防災部安全健康室　主幹兼務

 設備部工事管制室　主幹兼務  設備部工事管制室　主幹兼務  

  

 設備部設備管理室八幡設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主査  楠 智行

 生産技術部設備計画室　主幹兼務  生産技術部設備計画室　主査兼務

 設備部設備管理室大分設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹　大分駐在  児島 亨

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務
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 設備部設備管理室大分設備管理課　主幹  設備部設備管理室　主幹　大分駐在  荒木 剛

  

 設備部機械技術室八幡銑鋼機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  磯村 紀久

  

 設備部機械技術室八幡薄板機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  甘利 厚

  

 設備部機械技術室軌条・電磁機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  伊東 弘

  

 設備部機械技術室棒線機械技術課長  設備部機械技術室　主幹  末富 直紀

  

 設備部機械技術室八幡銑鋼機械保全技術課長  設備部機械技術室　主幹  戸越 勉

  

 設備部機械技術室大分製銑機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  緒方 就昭

  

 設備部機械技術室大分製鋼機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  鳥谷 嘉幸

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部機械技術室大分圧延機械技術課長  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  横溝 健児

  

 設備部機械技術室大分機械保全技術課長  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  吉山 智明

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

  

  

 設備部機械技術室八幡圧延機械保全技術課長兼務  設備部機械技術室長  恒川 彰

  設備部設備技術企画室長兼務

 設備部機械技術室八幡銑鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  金津 孝紀

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務

 設備部機械技術室八幡銑鋼機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  野口 顕太郎

  

 設備部機械技術室八幡薄板機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  田口 史朗

  

 設備部機械技術室軌条・電磁機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  寺田 真

 設備部軌条・電磁鋼板整備室　主幹兼務  設備部軌条・電磁鋼板整備室　主幹兼務

 設備部機械技術室軌条・電磁機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  板谷 昌宏

  

 設備部機械技術室棒線機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  川嶌 大介

  

 設備部機械技術室棒線機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹  岡村 和哉

  

 設備部機械技術室大分製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  藤沢 伸一
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 設備部機械技術室大分製銑機械技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  山内 健輔

 （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製銑設  （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

 備技術室　主幹兼務  原料設備技術室　主幹兼務  

  

 設備部機械技術室大分機械保全技術課　主幹  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  堀岡 聡

  

 設備部機械技術室大分機械保全技術課　主幹  設備部機械技術室　主査　大分駐在  淡田 聡二郎

  

 設備部機械技術室大分機械保全技術課　主幹  設備部大分製鋼整備室連鋳鋼片整備課長  高橋 佑治

  

 設備部制御技術室八幡銑鋼電計技術課長  設備部制御技術室　主幹  羽片 修一

 品質管理部電磁鋼板管理室　主幹兼務  品質管理部電磁鋼板管理室　主幹兼務

 設備部設備技術企画室　主幹兼務  設備部設備技術企画室　主幹兼務  

  

 設備部制御技術室八幡薄板・棒線電計技術課長  設備部制御技術室　主幹  井ノ口 斉亮

  

 設備部制御技術室軌条・電磁電計技術課長  設備部制御技術室　主幹  愛甲 博之

 設備部軌条・電磁鋼板整備室　主幹兼務  設備部軌条・電磁鋼板整備室　主幹兼務

 設備部制御技術室八幡NDI技術課長  設備部制御技術室　主幹  八久保 平

  

 設備部制御技術室八幡制御保全技術課長  設備部制御技術室　主幹  服部 義孝

  

 設備部制御技術室大分銑鋼電計技術課長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  森 景続

  

 設備部制御技術室大分圧延電気技術課長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  丹生 修一

  

 設備部制御技術室大分計装技術課長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  飯星 允規

  

 設備部制御技術室大分制御保全技術課長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  佐伯 秀雅

 設備部電気計装整備室　上席主幹兼務  設備部電気計装整備室　主幹兼務

 設備部制御技術室八幡銑鋼電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  持永 大照

  

 設備部制御技術室八幡銑鋼電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  大谷 洋平

  

 設備部制御技術室八幡薄板・棒線電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  星 俊弘

  

 設備部制御技術室八幡薄板・棒線電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  梶原 智史

  

 設備部制御技術室八幡薄板・棒線電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  佐塚 宏史

  

 設備部制御技術室八幡薄板・棒線電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  徳満 英俊
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 設備部制御技術室軌条・電磁電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  佐藤 浩史

  

 設備部制御技術室八幡NDI技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  山口 弘治

 棒線部棒線技術室　主幹兼務  棒線部棒線技術室　主幹兼務

 設備部制御技術室八幡制御保全技術課　上席主幹  設備部制御技術室　主幹  川崎 康浩

  

 設備部制御技術室八幡制御保全技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹  河村 忠康

  

 設備部制御技術室大分銑鋼電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  小野 真義

  

 設備部制御技術室大分銑鋼電計技術課　主幹  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  工藤 慶喜

 （本社）設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニア  （本社）　設備・保全技術センターシステム制御技術部電気エンジニ

 リング室　主幹兼務  アリング室　主幹兼務  

  

 設備部プロセス技術室八幡銑鋼プロセス開発課長  設備部プロセス技術室　主幹  田中 竜二

  

 設備部プロセス技術室大分銑鋼プロセス開発課長  設備部プロセス技術室　主幹　大分駐在  吉野 博之

  

 設備部プロセス技術室大分圧延プロセス開発課長  設備部プロセス技術室　主幹　大分駐在  江藤 一郎

  

 設備部プロセス技術室八幡圧延プロセス開発課長兼務  設備部プロセス技術室長  今井 武

 設備部プロセス技術室八幡プロセス試験課長兼務  安全環境防災部環境防災室　主幹兼務

 設備部プロセス技術室試験課長兼務  

  

 設備部プロセス技術室八幡銑鋼プロセス開発課　主幹  設備部プロセス技術室　主査  原田 翼

  

 設備部プロセス技術室八幡圧延プロセス開発課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹  松田 桂輔

 棒線部棒線技術室　主幹兼務  棒線部棒線技術室　主幹兼務

 設備部プロセス技術室大分銑鋼プロセス開発課　主幹  設備部プロセス技術室　主幹　大分駐在  谷奥 亘

  

 設備部土建技術室八幡土木技術課長  設備部土建技術室　主査  片山 純一

  

 設備部土建技術室八幡建築技術課長  設備部土建技術室　主幹  松石 長之

  

 設備部土建技術室大分土木技術課長  設備部土建技術室　主幹　大分駐在  工藤 勇喜

 エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹兼務  エネルギー部エネルギー技術室　主幹兼務

 設備部設備技術企画室　上席主幹兼務   

  

 設備部土建技術室大分建築技術課長  設備部土建技術室　主査　大分駐在  森本 秀春

  

 設備部土建技術室八幡土建整備課長  設備部光鋼管整備室　上席主幹  上田 宏

  設備部土建技術室　上席主幹兼務
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 設備部土建技術室八幡建築技術課　主幹  設備部土建技術室　主幹  蓑星 裕治

 総務部八幡庶務室　主幹兼務  総務部八幡庶務室　主幹兼務

 設備部土建技術室八幡土建整備課　主幹  設備部土建技術室　主幹  吉田 竜也

  

 設備部八幡エネルギー整備室長  設備部機械技術室　主幹  藤永 聡

 エネルギー部　主幹兼務  

 設備部大分薄板整備室長  設備部機械技術室　主幹　大分駐在  北田 尚久

  

 設備部厚板整備室長  設備部光鋼管整備室長  田谷 利之

  設備部光鋼管整備室係長兼務

 設備部光鋼管整備室長  設備部制御技術室　主幹　大分駐在  麻生 康治

 設備部光鋼管整備室係長兼務  安全環境防災部大分安全健康室　主幹兼務

 設備部光鋼管整備室鋼管設備技術課長兼務  安全環境防災部大分環境防災室　主幹兼務  

 安全環境防災部大分環境防災室　上席主幹兼務  

 安全環境防災部大分安全健康室　上席主幹兼務   

  

 設備部光鋼管整備室鋼管設備技術課　主幹  東日本　設備部土建技術室　主幹　鹿島駐在  堀口 裕司

 設備部土建技術室　主幹兼務  

 エネルギー部　部長代理兼務  設備部大分エネルギー整備室長  高瀬 敏

 設備部大分エネルギー整備室エネルギー整備課長兼務

  エネルギー部　上席主幹兼務  

  

 エネルギー部　部長代理兼務  安全環境防災部大分環境防災室長  髙橋 航也

 エネルギー部　上席主幹兼務

 エネルギー部エネルギー企画室長  設備部八幡エネルギー整備室長  久野 元嗣

 エネルギー部エネルギー技術室　上席主幹兼務  エネルギー部　主幹兼務

 エネルギー部エネルギー企画室八幡エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー企画室　主幹  益田 広幸

  

 エネルギー部エネルギー企画室大分エネルギー企画課長  エネルギー部エネルギー企画室　主幹　大分駐在  阿部 政和

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー機械技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  宮﨑 浩明

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  山上 哲志

  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課長  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  白石 光広

 （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水道設  

 備技術室　主幹兼務   

  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主査　大分駐在  左藤 雅治

 大分駐在  

 エネルギー部エネルギー技術室エネルギー電気技術課　主幹  エネルギー部エネルギー技術室　主幹  髙橋 泰典

 エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務  エネルギー部エネルギー企画室　主幹兼務
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 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課　主幹　大分駐在  エネルギー部エネルギー技術室　主幹　大分駐在  佐藤 宏樹

 （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水道設  設備部土建技術室　主幹兼務

 備技術室　主幹兼務   

 設備部土建技術室　主幹兼務  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課　主幹  エネルギー部八幡エネルギー工場水道課長  大澤 輝真

 （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水道設  

 備技術室　主幹兼務   

  

 エネルギー部エネルギー技術室水道技術課　主幹　大分駐在  エネルギー部エネルギー技術室　主査　大分駐在  木下 真佐美

 （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水道設  設備部土建技術室　主査兼務

 備技術室　主幹兼務   

 設備部土建技術室　主幹兼務  

   

  

 　▽技術開発本部   

  

 人事室人事課長  人事室　主幹  澤田 正美

 （本社）人事労政部　上席主幹兼務  （本社）　人事労政部　主幹兼務

 人事室給与課長  人事室　主幹  香月 久美子

  

 人事室人事課　主幹  人事室　主査  藤井 知子

 技術開発企画部総務室　主幹兼務  技術開発企画部総務室　主査兼務

 技術開発企画部　部長代理兼務  波崎研究支援室長　（技開）波崎駐在  濱荻 健司

 技術開発企画部　上席主幹兼務

 技術開発企画部　部長代理　尼崎駐在  鉄鋼研究所接合研究部　上席主幹研究員　堺駐在  仲子 武文

  

 技術開発企画部　部長代理　東京駐在  技術開発企画部　上席主幹　（本社）東京駐在  宇治澤 優

 技術開発企画部技術企画室　部長代理兼務  技術開発企画部技術企画室　上席主幹兼務

  

  

 技術開発企画部技術企画室技術開発戦略課長　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　上席主幹　（本社）東京駐在  本間 穂高

  

 技術開発企画部技術企画室産学・技術連携課長　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　上席主幹　東京駐在  有田 吉宏

 技術開発企画部研究推進室　部長代理兼務  人事室　上席主幹兼務

 人事室　部長代理兼務   

  

 技術開発企画部技術企画室サステナブル戦略課長　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　上席主幹　（本社）東京駐在  宇佐見 明

  

 技術開発企画部技術企画室技術開発戦略課　部長代理　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　上席主幹　東京駐在  山出 善章

  

 技術開発企画部技術企画室産学・技術連携課　部長代理　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　上席主幹　（本社）東京駐在  赤松 聡
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 技術開発企画部技術企画室産学・技術連携課　上席主幹  技術開発企画部技術企画室　主幹  市川 和利

  

 技術開発企画部技術企画室産学・技術連携課　主幹　東京駐在  技術開発企画部技術企画室　主幹　（本社）東京駐在  森 善一

 技術開発企画部研究推進室　主幹兼務  

 技術開発企画部研究推進室研究開発戦略課長  技術開発企画部研究推進室　主幹  窪田 征弘

  

 技術開発企画部研究推進室知財・システム企画課長  技術開発企画部研究推進室　上席主幹  重富 智治

  

 技術開発企画部研究推進室研究開発戦略課　上席主幹  技術開発企画部研究推進室　主幹  小林 憲司

  

 技術開発企画部研究推進室研究開発戦略課　上席主幹  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  二階堂 仁之

  

 技術開発企画部研究推進室研究開発戦略課　上席主幹  技術開発企画部研究推進室　主幹  中村 潤

  

 技術開発企画部研究推進室知財・システム企画課　主幹  技術開発企画部研究推進室　主幹  藤本 延和

 技術開発企画部経理室　主幹兼務  技術開発企画部経理室　主幹兼務

 （本社）人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務免  技術開発企画部総務室　主幹  林田 英治

  （本社）　人事労政部人事・直協連携企画室　主幹兼務

 技術開発企画部総務室総務課長　尼崎駐在  技術開発企画部総務室　主幹　尼崎駐在  今村 淳子

  技術開発企画部安全健康室　主幹兼務

 技術開発企画部総務室協力会社連携・購買課　主幹　尼崎駐在  技術開発企画部総務室　主幹　（技開）尼崎駐在  大山 昇三

  尼崎研究支援室　主幹兼務

 技術開発企画部経理室長  （本社）　財務部予算室　主幹  水田 和利

 技術開発企画部総務室　上席主幹兼務  

 （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設備技   

 術企画室　上席主幹兼務  

 技術開発企画部経理室決算課長  技術開発企画部経理室　主幹  和田 一郎

  

 技術開発企画部安全環境防災室長  技術開発企画部環境防災室長  木村 謙

 （本社）安全推進部　上席主幹兼務  （本社）　防災推進部　主幹兼務

 （本社）防災推進部　上席主幹兼務   

  

 技術開発企画部安全環境防災室安全健康管理課長  技術開発企画部安全健康室　主幹  永田 幸伸

  技術開発企画部環境防災室　主幹兼務

 技術開発企画部安全環境防災室環境防災管理課長  技術開発企画部安全健康室　主幹  手嶋 英一

  

 技術開発企画部安全環境防災室安全健康管理課　主幹  技術開発企画部安全健康室　主幹  長谷川 将之

 東日本製鉄所安全環境防災部安全健康室　主幹兼務  東日本　安全環境防災部安全健康室　主幹兼務

 人事室　主幹兼務  人事室　主幹兼務  

  

 技術開発企画部安全環境防災室環境防災管理課　主幹  技術開発企画部環境防災室　主幹  鈴木 淳
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 技術開発企画部設備室長  （本社）　設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室長  石井 和利

 （本社）設備・保全技術センター土木建築技術部建築技術室　上席主  （本社）　設備・保全技術センター設備保全企画部　主幹兼務

 幹兼務   

  

 プロセス研究所プロセス技術部　主幹兼務免  技術開発企画部設備室　主幹  高橋 茂樹

  プロセス研究所プロセス技術部　主幹兼務

 鉄鋼研究所　主席研究員  鉄鋼研究所　上席主幹研究員  大村 朋彦

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部　主幹研究員兼務  関西　形鋼部形鋼技術室　主幹  伊藤 栄利

 鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部　主幹研究員  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  大宮 慎一

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部メタラジー研究室長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　上席主幹研究員  星野 学

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部メタラジー研究室研究第一課長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  島田 祐介

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部メタラジー研究室研究第二課長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  高峰 史寿

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部メタラジー研究室研究第二課　主幹研究  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主任研究員  吉村 仁秀

 員  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  白幡 浩幸

 プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員兼務  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員兼務

 英国留学免  （本社）　人事労政部　主幹　英国留学  臼杵 博一

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室研究第一課長  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室研究第二課長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  富尾 悠索

 関西技術研究部　主幹研究員兼務  関西技術研究部　主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室研究第一課　上席主幹研  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  川田 裕之

 究員  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主任研究員  内山 徹也

  

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部高機能化研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  藤城 泰志

  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第一室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  豊田 武

 第一課長  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第一室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  桜田 栄作

 第二課長  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第一室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  首藤 洋志

 第二課　主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第二室長  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  米村 繁

  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第二室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  弘中 諭

 第一課長  
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 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第二室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  戸田 由梨

 第二課長  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第二室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  竹田 健悟

 第一課　主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第二室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  鈴木 雅人

 第二課　上席主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室長  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  濵田 幸一

 尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  西村 隆一

 第一課長　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  鈴木 利哉

 第二課長　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員　堺駐在  西尾 克秀

 第三課長　尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  植松 一夫

 第一課　主幹研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  澤 靖典

 第一課　主幹研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員　尼崎駐在  今井 和仁

 第二課　上席主幹研究員　尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  西畑 ひとみ

 第二課　上席主幹研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  藤中 真吾

 第二課　主幹研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  米林 亮

 第二課　主幹研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員　堺駐在  須釜 淳史

 第三課　主幹研究員　尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第三室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主任研究員　尼崎駐在  乘田 克哉

 第三課　主幹研究員　尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室長  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員  丹羽 俊之

  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  河内 毅

 第一課長  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  名古屋技術研究部　主幹研究員  大塚 研一郎

 第二課長  名古屋　品質管理部鋼材利用加工技術室　主幹兼務

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  井口 敬之助

 第三課長  

 （本社）薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室　上席主   

 幹兼務  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  久保 達博

 第一課　主幹研究員  
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 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  相藤 孝博

 第一課　主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主任研究員  三日月 豊

 第一課　主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部ソリューション研究第四室研究  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員  山形 光晴

 第三課　主幹研究員  

 鉄鋼研究所表面処理研究部めっき研究室長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  竹林 浩史

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部めっき研究室研究第一課長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  德田 公平

 （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  （本社）　薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務

 鉄鋼研究所表面処理研究部めっき研究室研究第二課長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  高橋 武寛

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部めっき研究室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所表面処理研究部　主任研究員　堺駐在  浦中 将明

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室長  鉄鋼研究所表面処理研究部　上席主幹研究員  植田 浩平

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第一課長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  古賀 敦雄

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第二課長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  柴尾 史生

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第三課長  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  莊司 浩雅

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所表面処理研究部　主任研究員  林田 隆秀

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  藤井 隆志

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第三課　主幹研究員  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  上野 晋

  

 鉄鋼研究所表面処理研究部高機能処理研究室研究第三課　主幹研究員  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員　堺駐在  西田 義勝

  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部方向性電磁鋼板研究室長  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員  高橋 克

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部方向性電磁鋼板研究室研究第一課長兼務  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部方向性電磁鋼板研究室研究第二課長  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員  茂木 尚

  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部方向性電磁鋼板研究室研究第一課　主幹研  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員  中村 修一

 究員  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部方向性電磁鋼板研究室研究第二課　主幹研  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員  水村 崇人

 究員  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部無方向性電磁鋼板研究室長  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員  田中 一郎

  

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部無方向性電磁鋼板研究室　上席主幹研究員  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員  脇坂 岳顕
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 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部無方向性電磁鋼板研究室　主幹研究員  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員  村川 鉄州

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室長  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　上席主幹研究員  堀本 雅之

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室研究第二課長兼務  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室研究第一課長  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  祐谷 将人

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  小坂 誠

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  坂本 昌

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部鋼材研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主任研究員  前島 健人

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室長  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  松井 直樹

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第一課長  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  加田 修

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第二課長  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　上席主幹研究員　八幡駐在  上田 正治

 八幡駐在  九州技術研究部　上席主幹研究員兼務

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室　主席研究員兼務   

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第一課　主  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員  間曽 利治

 幹研究員  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第二課　上  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員　八幡駐在  真鍋 敏之

 席主幹研究員　八幡駐在  九州技術研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室　上席主幹研究員兼務   

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第二課　主  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員　八幡駐在  才田 健二

 幹研究員　八幡駐在  九州技術研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室　主幹研究員兼務   

  

 鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部高機能・プロセス研究室研究第二課　主  鉄鋼研究所高炭素鋼材研究部　主幹研究員　八幡駐在  宮﨑 照久

 幹研究員　八幡駐在  九州技術研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室　主幹研究員兼務   

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　上席主幹研究員  妙中 真治

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  冨永 知徳

 （本社）プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹兼務  （本社）　プロジェクト開発部プロジェクト開発技術室　主幹兼務

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  今福 健一郎

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室研究第一課長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  久積 和正
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 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室研究第二課長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  阿形 淳

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第一室研究第三課長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  森安 俊介

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  清水 信孝

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第一課長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  佐藤 圭一

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第二課長  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  中安 誠明

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  木村 慧

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  有田 政樹

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主任研究員  二階堂 真人

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第一課　上席主幹研究  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員　波崎駐在  平山 博巳

 員　波崎駐在  波崎研究支援室　主幹兼務

 波崎研究支援室　上席主幹兼務   

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主幹研究員  長津 朋幸

  

 鉄鋼研究所鋼構造研究部鋼構造研究第二室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所鋼構造研究部　主任研究員  小橋 知季

  

 鉄鋼研究所接合研究部　主席研究員  鉄鋼研究所接合研究部　上席主幹研究員  長谷川 昇

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合材質研究室長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  加茂 孝浩

 鉄鋼研究所接合研究部接合材質研究室研究第二課長兼務  

 鉄鋼研究所接合研究部接合材質研究室研究第一課長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  松尾 孟

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合材質研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  深見 俊介

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合材質研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  橋場 裕治

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合プロセス研究室長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  児玉 真二

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合プロセス研究室研究第一課長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  古迫 誠司

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合プロセス研究室研究第二課長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  石田 欽也

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合プロセス研究室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主任研究員  堀川 裕史
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 鉄鋼研究所接合研究部接合プロセス研究室研究第三課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主任研究員　堺駐在  家成 徹

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室長  鉄鋼研究所接合研究部　上席主幹研究員  泰山 正則

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主席研究員兼務  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室　主席研究員  鉄鋼研究所接合研究部　上席主幹研究員  宮﨑 康信

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室研究第一課長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  富士本 博紀

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室研究第二課長  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  岡田 徹

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員兼務  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  村山 元

  

 鉄鋼研究所接合研究部接合構造化研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所接合研究部　主幹研究員  巽 雄二郎

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主席研究員  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　上席主幹研究員  金子 道郎

  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主席研究員　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員　（技開）尼崎駐在  牧野 泰三

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主席研究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員  杉浦 夏子

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主席研究員　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員　尼崎駐在  福本 学

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部耐食材料研究室長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  鹿島 和幸

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部耐食材料研究室研究第一課長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　尼崎駐在  菅江 清信

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部耐食材料研究室研究第二課長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  西本 工

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員　（技開）尼崎駐在  野口 泰隆

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第一課長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  中山 英介

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第二課長　尼崎駐在  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　尼崎駐在  樋口 良太

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第三課長  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  萱森 陽一

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部　主幹研究員兼務  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  富松 宏太

 尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第一課　主幹研究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　尼崎駐在  早川 守

 尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  上田 秀樹

 尼崎駐在  
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 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  吉田 経尊

 尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第二課　主幹研究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員　尼崎駐在  山崎 陽介

 尼崎駐在  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第三課　上席主幹研  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  島貫 広志

 究員  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員兼務

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部応用力学研究室研究第三課　主幹研究員  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員  大川 鉄平

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室長  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員  髙橋 一浩

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室研究第一課長  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員  森 健一

  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室研究第二課長  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　上席主幹研究員　直江津駐在  奥井 利行

 直江津駐在  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室研究第一課　  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員  國枝 知徳

 主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室研究第一課　  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員  岳辺 秀徳

 主幹研究員  

 鉄鋼研究所材料信頼性研究部チタン・ステンレス研究室研究第一課　  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員  西山 真哉

 主幹研究員  

 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  宇野 智裕

  

 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  高橋 淳

  

 先端技術研究所研究企画室長  先端技術研究所研究企画室　主幹  田中 泰明

  

 先端技術研究所研究企画室　主幹  先端技術研究所新材料研究部　主任研究員  臼井 雅史

  

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室長  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  高橋 貴文

  

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室研究第一課長  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  村尾 玲子

  

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室研究第二課長  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  相本 道宏

  

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室研究第二課　  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  藤部 康弘

 主幹研究員  

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室研究第二課　  先端技術研究所研究企画室　主幹  西野宮 卓

 主幹研究員  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室長　尼崎駐在  先端技術研究所解析科学研究部　上席主幹研究員　（技開）尼崎駐在  谷山 明

  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課長  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　上席主幹研究員  米村 光治

 尼崎駐在  （技開）尼崎駐在
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 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第二課長  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  田中 智仁

  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課　主幹  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  土井 教史

 研究員　尼崎駐在  （技開）尼崎駐在

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  西原 克浩

 研究員　尼崎駐在  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員　尼崎駐在  脇田 昌幸

 研究員　尼崎駐在  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員　（技開）尼崎駐在  網野 岳文

 研究員　尼崎駐在  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第一課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員　尼崎駐在  谷口 俊介

 研究員　尼崎駐在  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第二課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  鈴木 環輝

 研究員  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第二課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  小林 由起子

 研究員  

 先端技術研究所解析科学研究部材料構造解析研究室研究第二課　主幹  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員  宮島 慎

 研究員  

 先端技術研究所数理科学研究部プロセス計算研究室長  先端技術研究所数理科学研究部　主幹研究員  岡田 信宏

  

 先端技術研究所数理科学研究部プロセス計算研究室　主幹研究員  先端技術研究所数理科学研究部　主幹研究員  舟金 仁志

  

 先端技術研究所数理科学研究部プロセス計算研究室　主幹研究員  先端技術研究所数理科学研究部　主任研究員  冨田 克行

  

 先端技術研究所数理科学研究部材料計算研究室長  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  諏訪 嘉宏

  （技開）尼崎駐在

 先端技術研究所数理科学研究部材料計算研究室　主席研究員  先端技術研究所数理科学研究部　上席主幹研究員  森口 晃治

  

 先端技術研究所数理科学研究部材料計算研究室　上席主幹研究員  先端技術研究所数理科学研究部　主幹研究員  松崎 洋市

  

 先端技術研究所数理科学研究部材料計算研究室　上席主幹研究員  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  澤田 英明

  （技開）尼崎駐在

 先端技術研究所数理科学研究部材料計算研究室　主幹研究員  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  林 宏太郎

  （技開）尼崎駐在

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室長  先端技術研究所新材料研究部　上席主幹研究員  寺嶋 晋一

  

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第一課長  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  小林 孝之

  

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第二課長　尼崎駐在  先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  畑 顕吾

  （技開）尼崎駐在

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第一課　上席主幹研  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  山本 祐義

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

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  木村 圭一

  

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  佐藤 信也

  

 先端技術研究所新材料研究部先端金属研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  小山田 哲哉

  

 先端技術研究所新材料研究部無機材料研究室長  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  楠 一彦

  

 先端技術研究所新材料研究部無機材料研究室研究第一課長  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  中林 正史

  

 先端技術研究所新材料研究部無機材料研究室研究第二課長  先端技術研究所新材料研究部　上席主幹研究員  澤村 充

  

 先端技術研究所新材料研究部無機材料研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  成木 紳也

  

 先端技術研究所新材料研究部無機材料研究室研究第一課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  千田 徹志

  

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室長  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  茨木 雅晴

  

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室研究第一課長  先端技術研究所新材料研究部　上席主幹研究員  禰宜 教之

  

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室研究第二課長  技術開発企画部安全健康室長  橋野 英児

  （本社）　安全推進部　主幹兼務

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室研究第二課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  山田 紀子

  

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室研究第二課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  萩原 快朗

  

 先端技術研究所新材料研究部複合材料研究室研究第二課　主幹研究員  先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員　  山口 左和子

 

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室長  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  福島 寿和

  

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第一課長  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  小杉 知佳

  

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第二課長  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  加藤 文隆

  

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第三課長　呉駐在  先端技術研究所環境基盤研究部　主任研究員　呉駐在  高野 元志

  

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第二課　主幹研究  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  小野 信行

 員  

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第二課　主幹研究  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  坂本 健一

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

 先端技術研究所環境基盤研究部環境技術研究室研究第二課　主幹研究  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  辻 典宏

 員  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員兼務

 先端技術研究所解析科学研究部化学プロセス解析研究室　主幹研究員   

 兼務  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室長  技術開発企画部研究推進室　主幹  山根 典之

  技術開発企画部技術企画室　主幹兼務

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課長  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  中尾 憲治

  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第二課長  先端技術研究所環境基盤研究部　上席主幹研究員  永田 辰夫

  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課　上  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  上代 洋

 席主幹研究員  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課　主  先端技術研究所環境基盤研究部　主任研究員  尾上 高清

 幹研究員  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課　主  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  牛尾 昌史

 幹研究員  技術開発企画部技術企画室　主幹兼務

 技術開発企画部技術企画室　主幹兼務   

  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課　主  先端技術研究所環境基盤研究部　主任研究員  関 和明

 幹研究員  

 技術開発企画部技術企画室　主幹兼務   

  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第一課　主  先端技術研究所環境基盤研究部　主任研究員  平 健治

 幹研究員  

 先端技術研究所環境基盤研究部エネルギー技術研究室研究第二課　主  先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  日吉 正孝

 幹研究員  

 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ー生産マネ  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ー　上席主  赤木 俊夫

 ジメント研究室長  幹研究員

 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ー生産マネ  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ー　主幹研  小林 敬和

 ジメント研究室研究第一課長  究員

 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ー生産マネ  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ー　主幹研  平野 弘二

 ジメント研究室研究第二課長  究員

 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ー生産マネ  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ー　主幹研  森 純一

 ジメント研究室研究第一課　上席主幹研究員  究員

 （本社）デジタル改革推進部　上席主幹兼務  （本社）　デジタル改革推進部　主幹兼務  

  

 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ー生産マネ  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ー　主幹研  伊勢 淳治

 ジメント研究室研究第二課　主幹研究員  究員

 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ーオートメ  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ー　上席主  塩谷 政典

 ーション研究室長  幹研究員

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室研  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員兼務  

 究第一課長兼務  
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 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ーオートメ  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ー　上席主  北田 宏

 ーション研究室　主席研究員  幹研究員

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室　  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員兼務  

 主席研究員兼務  

 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ーオートメ  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ー　上席主  角谷 泰則

 ーション研究室　主席研究員  幹研究員

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室　  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員兼務  

 主席研究員兼務  

 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ーオートメ  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ー　主幹研  小杉 聡史

 ーション研究室　主幹研究員  究員

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

  

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

  

 プロセス研究所製銑研究部石炭・コークス研究室長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  上坊 和弥

  

 プロセス研究所製銑研究部石炭・コークス研究室研究第一課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  林崎 秀幸

  

 プロセス研究所製銑研究部石炭・コークス研究室研究第二課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  愛澤 禎典

  

 プロセス研究所製銑研究部石炭・コークス研究室研究第一課　主幹研  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  内田 宗宏

 究員  

 プロセス研究所製銑研究部石炭・コークス研究室研究第二課　主幹研  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  矢部 英昭

 究員  先端技術研究所解析科学研究部　主幹研究員兼務

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室長  プロセス研究所製銑研究部　上席主幹研究員  中野 薫

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第三課長兼務  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第一課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  三尾 浩

  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第二課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  夏井 琢哉

  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第一課　主席研究  プロセス研究所製銑研究部　上席主幹研究員  折本 隆

 員  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第一課　主幹研究  プロセス研究所製銑研究部　主任研究員  安田 尚人

 員  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第三課　主幹研究  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  西村 恒久

 員  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第三課　主幹研究  プロセス研究所製銑研究部　主任研究員  酒井 博

 員  

 プロセス研究所製銑研究部高炉・脱炭素研究室研究第三課　主幹研究  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  水谷 守利

 員  

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  長田 淳治
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室研究第一課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  片山 一昭

  

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室研究第二課長  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  山口 泰英

  

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室研究第一課　主席研究員  プロセス研究所製銑研究部　上席主幹研究員  松村 勝

 波崎研究支援室　部長代理兼務  波崎研究支援室　上席主幹兼務

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室研究第一課　主幹研究員  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  原 恭輔

  

 プロセス研究所製銑研究部原料研究室研究第二課　主幹研究員  プロセス研究所製銑研究部　主幹研究員  石山 理

  

 プロセス研究所製鋼研究部　主席研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員  宮嵜 雅文

  

 プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  吉田 直嗣

  

 プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  諸星 隆

  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室長　波崎駐在  プロセス研究所製鋼研究部　上席主幹研究員　（技開）波崎駐在  内藤 憲一郎

  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第一課長　波崎駐在  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  田村 鉄平

  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第二課長　波崎駐在  東日本技術研究部　上席主幹研究員　鹿島駐在  佐々木 直人

  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第一課　主幹研究員  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  太田 光彦

 波崎駐在  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第一課　主幹研究員  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  柿本 昌平

 波崎駐在  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第一課　主幹研究員  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  正木 陽介

 波崎駐在  

 プロセス研究所製鋼研究部精錬研究室研究第二課　上席主幹研究員  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  浅原 紀史

 波崎駐在  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室長　波崎駐在  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  伊藤 義起

  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室研究第一課長　波崎駐在  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  髙平 信幸

  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室研究第二課長　波崎駐在  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  廣角 太朗

  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室研究第三課長  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  峰田 暁

  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室研究第一課　上席主幹研究  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　（技開）波崎駐在  塚口 友一

 員　波崎駐在  

 プロセス研究所製鋼研究部鋳造一貫研究室研究第二課　上席主幹研究  プロセス研究所製鋼研究部　主幹研究員　波崎駐在  川越 崇史

 員　波崎駐在  
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 プロセス研究所圧延研究部　上席主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  池田 圭太

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第一課長  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  新國 大介

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第二課長  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  河西 大輔

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第一課　主席研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員  井上 剛

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第一課　上席主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  石井 篤

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第一課　上席主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  比護 剛志

  

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第一課　上席主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  福島 傑浩

 東日本技術研究部　上席主幹研究員兼務  東日本技術研究部　主幹研究員兼務

 プロセス研究所圧延研究部板圧延研究室研究第二課　上席主幹研究員  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  浜田 龍次

  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室長  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　上席主幹研究員  関 和典

 九州製鉄所形鋼部軌条技術室　部長代理兼務  東日本　形鋼部形鋼技術室　上席主幹兼務

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第一課長  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主幹研究員　尼崎駐在  下本 豪紀

 尼崎駐在  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第二課長  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　上席主幹研究員　堺駐在  山下 浩

 堺駐在  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第一課　主席研  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　上席主幹研究員  下田 一宗

 究員　尼崎駐在  尼崎駐在

 関西技術研究部　主席研究員兼務   

  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第一課　主幹研  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主任研究員　尼崎駐在  岡本 辰憲

 究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主任研究員兼務

 関西技術研究部　主幹研究員兼務   

  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第二課　上席主  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主幹研究員  林 慎也

 幹研究員  

 プロセス研究所圧延研究部鋼管・形条圧延研究室研究第二課　主幹研  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主幹研究員　堺駐在  松田 勝也

 究員　堺駐在  

 プロセス研究所圧延研究部トライボロジー研究室長　尼崎駐在  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　上席主幹研究員  飯田 純生

  尼崎駐在

 プロセス研究所圧延研究部トライボロジー研究室研究第一課長  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員  髙濵 義久

 技術開発企画部技術企画室　部長代理兼務  

 プロセス研究所圧延研究部トライボロジー研究室研究第二課長  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主幹研究員　尼崎駐在  東田 泰斗

 尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員兼務

 関西技術研究部　主幹研究員兼務   
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 プロセス研究所圧延研究部トライボロジー研究室研究第一課　主幹研  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員  多根井 寛志

 究員  

 プロセス研究所圧延研究部トライボロジー研究室研究第二課　上席主  プロセス研究所形鋼・鋼管プロセス研究部　主幹研究員　尼崎駐在  日高 康善

 幹研究員　尼崎駐在  

 関西技術研究部　上席主幹研究員兼務   

  

 プロセス研究所プロセス技術部　主席研究員  東日本　設備部プロセス技術室長  岡田 誠司

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第三課長兼務  東日本　設備部設備技術企画室　上席主幹兼務

 プロセス研究所プロセス技術部　主席研究員  プロセス研究所プロセス技術部　上席主幹研究員  山﨑 伯公

  

 プロセス研究所プロセス技術部　主幹研究員  プロセス研究所プロセス技術部　主幹研究員  山田 義博

  

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室長  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室長  上田 晴久

  

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第一課長  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主幹研究  堤 武司

 名古屋製鉄所設備部プロセス技術室　主幹兼務  員

  名古屋　設備部プロセス技術室　主幹兼務  

  

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第二課長  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主幹研究  青木 利一

 関西製鉄所設備部機械技術室　上席主幹兼務  員

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第一課　主幹研  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主幹研究  小水流 広行

 究員  員

 瀬戸内製鉄所生産技術部資源化推進室　主幹兼務  瀬戸内　生産技術部資源化推進室　主幹兼務  

  

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第一課　主幹研  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主幹研究  小林 一暁

 究員  員

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第二課　主幹研  室蘭　安全環境防災部環境防災室長  加藤 哲哉

 究員  （本社）　防災推進部　主幹兼務

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第二課　主幹研  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主任研究  仁井谷 洋

 究員  員

 プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス研究室研究第三課　上席主  プロセス研究所プロセス技術部熱プロセス技術応用開発室　主幹研究  芹澤 良洋

 幹研究員  員

 プロセス研究所圧延研究部　上席主幹研究員兼務  プロセス研究所鋼圧一貫研究部　主幹研究員兼務  

  

 プロセス研究所プロセス技術部表面処理プロセス研究室長  プロセス研究所プロセス技術部焼鈍・めっきプロセス開発室長  辻村 太佳夫

  

 プロセス研究所プロセス技術部表面処理プロセス研究室研究第一課長  プロセス研究所プロセス技術部焼鈍・めっきプロセス開発室　主幹研  西村 秀生

  究員

 プロセス研究所プロセス技術部表面処理プロセス研究室研究第二課長  プロセス研究所プロセス技術部焼鈍・めっきプロセス開発室　主幹研  末松 芳章

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

 プロセス研究所計測・制御研究部　主席研究員  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員  和嶋 潔

 技術開発企画部技術企画室　部長代理兼務  技術開発企画部技術企画室　上席主幹兼務

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主席研究員兼務  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員兼務  

  

 プロセス研究所計測・制御研究部　主席研究員  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員  今野 雄介

  

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室長  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員  平山 隆

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室研  

 究第二課長兼務   

  

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室研  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員  鷲北 芳郎

 究第一課　主席研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部制御・電磁ソリューション研究室研  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  橘 久好

 究第一課　主幹研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室長  プロセス研究所計測・制御研究部　上席主幹研究員  坂井 辰彦

  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第一課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  鈴間 俊之

 長  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第二課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  伊勢居 良仁

 長  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第一課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  中田 武男

 　主幹研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第二課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  杉橋 敦史

 　上席主幹研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第二課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  杉浦 雅人

 　上席主幹研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第二課  プロセス研究所計測・制御研究部　主幹研究員  濱村 秀行

 　主幹研究員  

 プロセス研究所計測・制御研究部プロセス加工計測研究室研究第二課  プロセス研究所計測・制御研究部　主任研究員  木下 貴博

 　主幹研究員  

 室蘭技術研究部棒線研究室長  室蘭技術研究部　主幹研究員  江頭 誠

  

 室蘭技術研究部棒線研究室製鋼研究課長  室蘭技術研究部　主幹研究員  松澤 玲洋

  

 室蘭技術研究部棒線研究室棒線研究課長  室蘭技術研究部　主幹研究員  寺本 真也

  

 室蘭技術研究部棒線研究室製鋼研究課　主幹研究員  室蘭技術研究部　主幹研究員  小野 慎平

  

 室蘭技術研究部棒線研究室棒線研究課　主幹研究員  室蘭技術研究部　主幹研究員  志賀 聡

  

 東日本技術研究部　主席研究員　鹿島駐在  東日本技術研究部　上席主幹研究員　鹿島駐在  花尾 方史

 東日本技術研究部製鋼研究室　主席研究員兼務  
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 東日本技術研究部製鋼研究室長  東日本技術研究部　主幹研究員  山本 研一

  

 東日本技術研究部製鋼研究室　上席主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  長谷川 一

  

 東日本技術研究部製鋼研究室　主幹研究員　鹿島駐在  東日本技術研究部　主幹研究員　鹿島駐在  永井 真二

  

 東日本技術研究部製鋼研究室　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  村尾 武政

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室長  東日本技術研究部　主幹研究員  桑山 卓也

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

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室薄板研究課長兼務   

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課長  東日本技術研究部　主幹研究員  河村 保明

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室薄板研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  芳賀 純

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室薄板研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  吉永 千智

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室薄板研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  横山 卓史

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  吉崎 信樹

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  古川 博康

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  金藤 泰平

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  中村 登代充

  

 東日本技術研究部薄板・表面処理研究室表面処理研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  東新 邦彦

  

 東日本技術研究部鋼材研究室長  東日本技術研究部　上席主幹研究員  久保田 学

 東日本技術研究部鋼材研究室線材研究課長兼務  

 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課長  東日本技術研究部　上席主幹研究員  篠原 康浩

  

 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課　上席主幹研究  東日本技術研究部　主幹研究員　鹿島駐在  中村 修一

 員　鹿島駐在  

 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員　鹿島駐在  本間 竜一

 鹿島駐在  

 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  西浦 智博

  

 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  藤山 直人
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 東日本技術研究部鋼材研究室厚板・形鋼・鋼管研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  吉村 信幸

  

 東日本技術研究部鋼材研究室線材研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主幹研究員  小此木 真

  

 東日本技術研究部鋼材研究室線材研究課　主幹研究員  東日本技術研究部　主任研究員  手島 俊彦

  

 名古屋技術研究部　上席主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  古谷 仁志

  

 名古屋技術研究部製鋼研究室長  名古屋技術研究部　主幹研究員  田口 謙治

  

 名古屋技術研究部製鋼研究室　主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  笠原 秀平

  

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室長  名古屋技術研究部　上席主幹研究員  東 昌史

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主席研究員兼務  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員兼務

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室薄板研究課長兼務   

  

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室鋼管研究課長  名古屋技術研究部　主幹研究員  和田 学

  

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室薄板研究課　上席主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  西尾 拓也

  

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室薄板研究課　主幹研究員  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主任研究員　堺駐在  西島 進之助

  

 名古屋技術研究部薄板・鋼管研究室鋼管研究課　主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  福士 孝聡

  

 名古屋技術研究部表面処理研究室長  名古屋技術研究部　上席主幹研究員  森 陽一郎

  

 名古屋技術研究部表面処理研究室　上席主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  門脇 伸生

  

 名古屋技術研究部表面処理研究室　主幹研究員  名古屋技術研究部　主幹研究員  秋葉 浩二郎

  

 関西技術研究部　主席研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　上席主幹研究員　尼崎駐在  野上 裕

  

 関西技術研究部　上席主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  岸 真友

 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ーオートメ  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ー　主幹研

 ーション研究室　上席主幹研究員兼務  究員兼務  

 関西製鉄所鋼管部鋼管技術室　上席主幹兼務  

 関西技術研究部　上席主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  山根 明仁

  

 関西技術研究部　主幹研究員　製鋼所駐在  関西　品質管理部交通産機品技術開発室長  渡里 宏二

  

 関西技術研究部　主幹研究員　和歌山駐在  関西　鋼管商品技術部材料技術室長  相良 雅之

  関西技術研究部　主幹研究員兼務
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 関西技術研究部材料研究室長　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  小薄 孝裕

  

 関西技術研究部材料研究室材料開発課長　和歌山駐在  関西　鋼管商品技術部材料技術室　主幹  荒井 勇次

  関西技術研究部　主幹研究員兼務

 関西技術研究部材料研究室材料防食研究課長　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  近藤 桂一

  

 関西技術研究部材料研究室材料開発課　上席主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  中村 浩史

 鉄鋼研究所高靭性鋼材研究部　上席主幹研究員兼務  鉄鋼研究所厚板・形鋼・鋼管研究部　主幹研究員兼務

 関西技術研究部材料研究室材料開発課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  西畑 敏伸

  

 関西技術研究部材料研究室材料開発課　主幹研究員　和歌山駐在  関西　鋼管商品技術部材料技術室　主幹　  乙咩 陽平

  

 関西技術研究部材料研究室材料開発課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  浜口 友彰

  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員兼務

 関西技術研究部材料研究室材料開発課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  山田 健太

  

 関西技術研究部材料研究室材料防食研究課　上席主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  高部 秀樹

 尼崎駐在  

 関西技術研究部材料研究室材料防食研究課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  竹田 貴代子

  

 関西技術研究部継手開発研究室長　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  山口 優

 関西技術研究部継手開発研究室継手設計課長兼務  

 関西製鉄所鋼管商品技術部油井管・ラインパイプ商品技術室　部長代  関西　鋼管商品技術部継手技術室長  中村 圭一

 理兼務  関西　鋼管商品技術部油井管商品技術室　主幹兼務

 関西技術研究部継手開発研究室　主席研究員兼務  関西技術研究部　主幹研究員兼務  

  

 関西技術研究部継手開発研究室継手表面処理研究課長　尼崎駐在  鉄鋼研究所表面処理研究部　主幹研究員  秋岡 幸司

  

 関西技術研究部継手開発研究室継手設計課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  小川 正裕

  

 関西技術研究部継手開発研究室継手設計課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  杉野 正明

  

 関西技術研究部継手開発研究室継手設計課　主幹研究員　尼崎駐在  関西技術研究部　主任研究員　尼崎駐在  井瀬 景太

  

 関西技術研究部継手開発研究室継手表面処理研究課　主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  石井 一也

 尼崎駐在  

 関西技術研究部継手開発研究室継手表面処理研究課　主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  富安 健

 尼崎駐在  

 関西技術研究部交通産機品研究室長　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  加藤 孝憲

 関西技術研究部交通産機品研究室鉄道車両品研究課長兼務  鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員兼務

 関西技術研究部交通産機品研究室型鍛造・産機品研究課長　尼崎駐在  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  大久保 潤一

 関西製鉄所型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室　主幹兼務  関西　型鍛造・産機品製造部型鍛造品技術室　主幹兼務
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 関西技術研究部交通産機品研究室鉄道車両品研究課　主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  藤本 隆裕

 尼崎駐在  

 関西技術研究部交通産機品研究室鉄道車両品研究課　主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  穴山 和孝

 尼崎駐在  

 関西技術研究部交通産機品研究室型鍛造・産機品研究課　主幹研究員  関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  木村 幸彦

 尼崎駐在  

 関西技術研究部交通産機品研究室型鍛造・産機品研究課　主幹研究員  関西　品質管理部交通産機品技術開発室　主幹  大川 暁

 製鋼所駐在  

 瀬戸内技術研究部　主席研究員  瀬戸内技術研究部　上席主幹研究員  黒部 淳

  

 瀬戸内技術研究部　主席研究員　堺駐在  鉄鋼研究所表面処理研究部　上席主幹研究員  真木 純

 鉄鋼研究所表面処理研究部めっき研究室　主席研究員兼務  

 瀬戸内技術研究部　主席研究員　堺駐在  瀬戸内技術研究部　上席主幹研究員　堺駐在  上田 耕一郎

  

 瀬戸内技術研究部　主席研究員  瀬戸内技術研究部　上席主幹研究員  宮田 政樹

  

 瀬戸内技術研究部　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  開澤 昭英

  

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室長  瀬戸内技術研究部　上席主幹研究員  匹田 和夫

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主席研究員兼務  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員兼務

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室薄板・高炭素鋼研究課長　呉駐在  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　呉駐在  秋月 誠

  

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室加工技術研究課長　堺駐在  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  三浦 教昌

  

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室薄板・高炭素鋼研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  岡 正春

  

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室加工技術研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  中村 尚文

 堺駐在  

 瀬戸内技術研究部薄板材料研究室加工技術研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  櫻田 康弘

 堺駐在  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室長  瀬戸内技術研究部　上席主幹研究員  竹田 和年

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主席研究員兼務  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員兼務

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課長兼務   

  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課長  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  後藤 靖人

  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  松野 雅典

 堺駐在  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  鴨志田 真一

 堺駐在  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員　堺駐在  中野 忠

 堺駐在  
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 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  二葉 敬士

  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主任研究員  齊藤 完

  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  名取 義顕

  

 瀬戸内技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課　主幹研究員  瀬戸内技術研究部　主幹研究員  片岡 隆史

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室長　大分駐在  九州技術研究部　上席主幹研究員　大分駐在  横井 龍雄

 九州技術研究部高機能鋼板研究室　主席研究員兼務  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員兼務

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室製鋼研究課長　大分駐在  九州技術研究部　上席主幹研究員　大分駐在  淵上 勝弘

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室棒線研究課長  九州技術研究部　主幹研究員  宮西 慶

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室厚板・鋼管研究課長　大分駐在  九州技術研究部　主幹研究員　大分駐在  新宅 祥晃

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室製鋼研究課　主幹研究員　大分駐在  九州技術研究部　主幹研究員　大分駐在  岡山 敦

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室棒線研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  藤堂 尚二

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室棒線研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  鈴木 崇久

  

 九州技術研究部製鋼・鋼材研究室厚板・鋼管研究課　上席主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員　大分駐在  長井 健介

 大分駐在  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室長  九州技術研究部　主幹研究員  山口 伸一

 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　上席主幹研究員兼務  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室薄板研究課長  九州技術研究部　主幹研究員  楠見 和久

  鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課長  九州技術研究部　主幹研究員  山中 晋太郎

  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課長  九州技術研究部　主幹研究員  森重 宣郷

  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室薄板研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  内藤 恭章

  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室表面処理研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  藤田 宗士

  

 九州技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課　上席主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  藤井 浩康

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　上席主幹研究員兼務  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主幹研究員  高谷 真介

 鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員兼務  鉄鋼研究所電磁鋼板研究部　主幹研究員兼務

 九州技術研究部高機能鋼板研究室電磁鋼板研究課　主幹研究員  九州技術研究部　主任研究員  安田 雅人
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 　▽支社・支店   

  

 大阪支社　部長代理  大阪支社　上席主幹  有馬 義人

  

 大阪支社総務室総務第一課長  大阪支社総務室　主幹  山名 博文

  

 大阪支社総務室総務第二課長  大阪支社総務室　主幹  平澤 嘉一

  

 大阪支社総務室総務第一課　主幹  大阪支社総務室　主幹  中川 亨

  

 大阪支社厚板室厚板第一課長  大阪支社厚板室　主幹  鯛谷 貞夫

 大阪支社厚板室　主幹兼務  

 大阪支社厚板室厚板第二課長  大阪支社厚板室　主幹  津田 真哉

  

 大阪支社厚板室厚板第三課長  大阪支社厚板室　主幹  吉田 浩

  

 大阪支社土木建材室土木第一課長  大阪支社土木建材室　主幹  倉持 卓也

 大阪支社土木建材室　主幹兼務  

 大阪支社土木建材室土木第二課長  大阪支社土木建材室　主幹  斉野平 裕二

  

 大阪支社建築建材室　部長代理  大阪支社建築建材室　上席主幹  中岡 康

 大阪支社建築建材室住宅建築建材課長兼務  

 大阪支社建築建材室建築建材課長  大阪支社建築建材室　主幹  北島 武

  

 大阪支社建築建材室住宅建築建材課　主幹  大阪支社建築建材室　主査  白倉 幸治

  

 大阪支社建材開発技術室土木建材技術課長  大阪支社建材開発技術室　上席主幹  吉原 健郎

 大阪支社四国営業所　部長代理兼務  

 大阪支社建材開発技術室建築建材技術課長  大阪支社建材開発技術室　主幹  小林 努

  

 大阪支社建材開発技術室土木建材技術課　主幹  大阪支社建材開発技術室　主幹  田中 隆太

 新潟支店厚板・建材室　主幹兼務  新潟支店建材室　主幹兼務

 大阪支社建材開発技術室土木建材技術課　主幹  大阪支社建材開発技術室　主幹  加藤 篤史

  

 大阪支社建材開発技術室建築建材技術課　主幹  大阪支社建材開発技術室　主幹  佐々木 正道

  

 大阪支社建材開発技術室建築建材技術課　主幹  大阪支社建材開発技術室　主幹  山本 淳一

  

 大阪支社建材開発技術室建築建材技術課　主幹  大阪支社建材開発技術室　主幹  松本 英明
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 大阪支社薄板第一室　上席主幹兼務  大阪支社薄板第一室　主幹  日下 聡

 大阪支社薄板第一室薄板第一第二課長兼務  

 大阪支社薄板第一室薄板第一第一課長  大阪支社薄板第一室　主幹  矢口 健一

  

 大阪支社薄板第一室薄板第一第一課　上席主幹  大阪支社薄板第一室　主幹  露口 秀樹

  

 大阪支社薄板第一室薄板第一第一課　主幹  大阪支社薄板第一室　主幹  勝海 好寛

  

 大阪支社薄板第一室薄板第一第二課　主幹  大阪支社薄板第一室　主幹  渋谷 壮司

  

 大阪支社薄板第二室　部長代理  大阪支社薄板第二室　上席主幹  浅野 英之

 大阪支社薄板第二室薄板第二第三課長兼務  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第一課長  大阪支社薄板第二室　主幹  國生 裕二

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第二課長  大阪支社薄板第二室　主幹  米本 健一郎

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第一課　主幹　高松駐在  大阪支社薄板第二室　主幹　高松駐在  山田 優仁

 大阪支社四国営業所　主幹兼務  大阪支社四国営業所　主幹兼務

 大阪支社薄板第二室薄板第二第一課　主幹  大阪支社薄板第二室　主幹  岡本 満

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第二課　上席主幹  大阪支社薄板第二室　主幹  平和 正史

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第二課　主幹  大阪支社薄板第二室　主査  濱田 義幸

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第三課　上席主幹  大阪支社薄板第二室　主幹  北村 卓也

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第三課　上席主幹　高松駐在  大阪支社薄板第二室　主幹　高松駐在  佐久間 智人

 大阪支社薄板第一室　上席主幹兼務  大阪支社薄板第一室　主幹兼務

 大阪支社四国営業所　上席主幹兼務  大阪支社四国営業所　主幹兼務  

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第三課　主幹  大阪支社薄板第二室　主幹  舘山 祥彦

  

 大阪支社薄板第二室薄板第二第三課　主幹  大阪支社薄板第二室　主幹  下田 章

  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　部長代理  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　上席主幹  杉本 昌司

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課長兼務  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室自動車薄板課長  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹  加島 尚徳

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　上席主幹兼務  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室自動車薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主査  村木 啓一

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹兼務  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹　札幌駐在  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹　札幌駐在  渡部 徹
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 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹  米倉 隆介

  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹  小林 次男

  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主査  溝内 啓巨

  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主査  山田 遥介

  

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室特殊鋼薄板課　主幹  大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主査  樋野 雅哉

 大阪支社自動車・特殊鋼薄板室　主幹兼務  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課長  大阪支社薄板商品技術室　上席主幹  谷田 孝次

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課長  大阪支社薄板商品技術室　上席主幹  植田 尚孝

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　上席主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  古田 守

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　上席主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  馬場 剛

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  壽福 博之

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  山崎 圭司

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  中原 敬之

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第一課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  米澤 信吾

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　上席主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  竹内 章

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　上席主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  神田 琢哉

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　上席主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  吉田 健吾

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  青木 浩司

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  竹崎 勝之

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主査  本間 信行

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  松岡 哲也

  

 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹  大阪支社薄板商品技術室　主幹  山本 郷史
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 大阪支社薄板商品技術室薄板商品技術第二課　主幹　高松駐在  大阪支社薄板商品技術室　主査　高松駐在  始澤 陽介

 大阪支社四国営業所　主幹兼務  大阪支社四国営業所　主査兼務

 大阪支社棒線室棒線第一課長  大阪支社棒線室　主幹  長谷川 泰一郎

  

 大阪支社棒線室棒線第二課長  大阪支社棒線室　主幹  關 孝一

  

 大阪支社棒線室棒線第一課　主幹  大阪支社棒線室　主幹  久保 勝佳

  

 大阪支社棒線室棒線第一課　主幹  大阪支社棒線室　主幹  赤羽 剛

  

 大阪支社棒線室棒線第二課　主幹  大阪支社棒線室　主幹  村瀬 知之

  

 大阪支社棒線室棒線第二課　主幹  大阪支社棒線室　主幹  吉田 憲一

  

 大阪支社棒線商品技術室　上席主幹  大阪支社棒線商品技術室　主幹  大久保 真

 中国支店自動車鋼材・薄板室　上席主幹兼務  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹兼務

 大阪支社鋼管室鋼管課長  大阪支社鋼管室　主幹  西原 丈太郎

  

 大阪支社鋼管室メカニカル・特殊管課長  大阪支社鋼管室　主幹  若林 直治

  

 大阪支社鋼管室鋼管課　主幹  大阪支社鋼管室　主幹  小野 章三

  

 大阪支社鋼管室メカニカル・特殊管課　主幹  大阪支社鋼管室　主幹  林田 宣久

  

 大阪支社鋼管室メカニカル・特殊管課　主幹  大阪支社鋼管室　主幹  岩城 正明

  

 大阪支社鋼管室メカニカル・特殊管課　主幹  大阪支社鋼管室　主幹  鈴木 悠祐

  

 大阪支社鉄道車両品室鉄車品第一課長  大阪支社鉄道車両品室　主幹  藏田 匡

  

 大阪支社鉄道車両品室鉄車品第二課長  （本社）　交通産機品事業部交通産機品営業部鉄道車両品室　主査  田代 貴大

  

 大阪支社自動車産機品室　上席主幹  大阪支社自動車産機品室　主幹  松本 幸三

  

 大阪支社チタン室　上席主幹  大阪支社チタン室　主幹  桑原 義則

  

 北海道支店鋼材室薄板課長  北海道支店鋼材室　主幹  北岡 峻

 北海道支店厚板・建材室　主幹兼務  

 北海道支店鋼材室鋼管課長  北海道支店鋼材室　主幹  松尾 安高

  

 北海道支店鋼材室薄板課　上席主幹  北海道支店鋼材室　主幹  熊田 鉄也
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 北海道支店鋼材室薄板課　主幹  北海道支店鋼材室　主幹  川口 洋充

  

 北海道支店厚板・建材室長  北海道支店建材室長  中嶋 繁人

 北海道支店室蘭営業所　上席主幹兼務  北海道支店室蘭営業所長兼務

 北海道支店厚板・建材室土木建材課長  北海道支店建材室　主幹  岩本 英樹

  

 北海道支店厚板・建材室建築建材課長  北海道支店建材室　主幹  久保 好正

  

 北海道支店厚板・建材室土木建材課　上席主幹  北海道支店建材室　主幹  唐澤 真一

  

 北海道支店厚板・建材室土木建材課　主幹  北海道支店建材室　主幹　  滝吉 直樹

  

 北海道支店厚板・建材室建築建材課　上席主幹  北海道支店建材室　主幹  平良 勝利

  

 北海道支店厚板・建材室土木建材課　主幹  東北支店建材室　主幹  本田 智久

  

 東北支店鋼材室鋼材課長  東北支店鋼材室　主幹  上石 成彦

  

 東北支店鋼材室薄板第一課長  東北支店鋼材室　主幹  高橋 敬一

  

 東北支店鋼材室薄板第二課長  東北支店鋼材室　主幹  荒川 昭二

 東北支店厚板・建材室　主幹兼務  東北支店建材室　主幹兼務

 東北支店鋼材室鋼材課　上席主幹  東北支店鋼材室　主幹  山田 力也

  

 東北支店鋼材室鋼材課　主幹  東北支店鋼材室　主幹  下之薗 直城

 東北支店厚板・建材室　主幹兼務  東北支店建材室　主幹兼務

 東北支店鋼材室薄板第一課　主幹  東北支店鋼材室　主幹  石野 俊

  

 東北支店厚板・建材室長  東北支店建材室長  長谷川 博之

 東北支店秋田営業所長兼務  東北支店秋田営業所長兼務

 東北支店福島営業所長兼務  東北支店福島営業所長兼務  

  

 東北支店厚板・建材室　主幹兼務  東北支店盛岡営業所長  高橋 善幸

 東北支店建材室　主幹兼務

  東北支店青森営業所長兼務  

  

 東北支店厚板・建材室土木建材課長  東北支店建材室　主査  大隅 琢也

  

 東北支店厚板・建材室建築建材課長  東北支店建材室　主幹  藤井 武

 東北支店釜石営業所長兼務  東北支店鋼材室　主幹兼務

  東北支店釜石営業所長兼務  
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 東北支店厚板・建材室土木建材課　主幹  東北支店建材室　主幹  吉澤 幸仁

  

 東北支店厚板・建材室土木建材課　主幹  （本社）　建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  黒澤 辰昭

  

 東北支店厚板・建材室土木建材課　主幹  東北支店建材室　主幹  小林 義法

  

 東北支店厚板・建材室建築建材課　主幹  東北支店建材室　主幹  三浦 智拓

 東北支店鋼材室　主幹兼務

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課長  新潟支店鋼材室　主幹  倉谷 雅志

  

 新潟支店鋼材室北陸鋼材課長　富山駐在  新潟支店鋼材室　主幹　富山駐在  篠原 隆

 新潟支店北陸営業所　上席主幹兼務  新潟支店北陸営業所　主幹兼務

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課　上席主幹  新潟支店鋼材室　主幹  波左間 重記

  

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課　上席主幹  新潟支店鋼材室　主幹  大西 託

  

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課　主幹  新潟支店鋼材室　主幹  飯野 和近

  

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課　主幹  新潟支店鋼材室　主査  小林 亮司

 （本社）薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主幹兼務  （本社）　薄板事業部薄板営業部薄板商品技術室　主査兼務

 新潟支店厚板・建材室　主幹兼務   

  

 新潟支店鋼材室新潟鋼材課　主幹  新潟支店鋼材室　主幹  立岡 誠二

  

 新潟支店鋼材室北陸鋼材課　主幹　富山駐在  新潟支店鋼材室　主幹　富山駐在  澤谷 啓一

 新潟支店北陸営業所　主幹兼務  新潟支店北陸営業所　主幹兼務

 新潟支店鋼材室北陸鋼材課　主幹　富山駐在  新潟支店鋼材室　主査　富山駐在  細谷 俊高

 新潟支店北陸営業所　主幹兼務  新潟支店北陸営業所　主査兼務

 新潟支店厚板・建材室長  新潟支店建材室長  浦上 幸二郎

  

 新潟支店厚板・建材室　上席主幹  新潟支店建材室　主幹  久保田 一男

  

 新潟支店厚板・建材室　主幹  新潟支店建材室　主幹  松本 天平

  

 名古屋支店調整室　主幹  名古屋支店調整室　主査  髙橋 一岐

  

 名古屋支店自動車鋼板第一室　部長代理兼務  名古屋支店自動車鋼板第二室長  佐藤 雄三

 名古屋支店自動車鋼板第一室　上席主幹兼務

 名古屋支店自動車鋼板第一室自鋼板第一第一課長  名古屋支店自動車鋼板第一室　主幹  庄司 一郎

  

 名古屋支店自動車鋼板第一室自鋼板第一第二課長  名古屋支店自動車鋼板第一室　主幹  辰己 泰一
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 名古屋支店自動車鋼板第一室自鋼板第一第一課　主幹  名古屋支店自動車鋼板第一室　主幹  神田 努

  

 名古屋支店自動車鋼板第一室自鋼板第一第二課　主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主幹  小野 真直

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課長  名古屋支店自動車鋼板第二室　主幹  大野 正博

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課長  名古屋支店自動車鋼板第一室　主幹  高田 和久

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課　上席主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主幹  村岡 洋紀

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課　主幹  （本社）　営業総括部営業総括室　主幹  菊地 博

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第一課　主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主査  川名 克樹

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　上席主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主幹  小幡 晋也

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　上席主幹  名古屋支店自動車鋼板第一室　主幹  山口 善史

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主幹  深見 英治

  

 名古屋支店自動車鋼板第二室自鋼板第二第二課　主幹  名古屋支店自動車鋼板第二室　主査  佐々木 洋人

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室　部長代理  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　上席主幹  落合 忠昭

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室　部長代理  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　上席主幹  辻 正規

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室　部長代理  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　上席主幹  古橋 誠治

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室　部長代理  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  森 慶太

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課長  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  倉永 知明

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第二課長  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  髙田 良久

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室薄板商品技術課長  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  桝本 弘人

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　部長代理  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　上席主幹  安田 裕喜

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  西川 裕輔

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  有働 信太郎
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 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主査  田中 宏

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  貞政 貴志

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  内山 茂

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第一課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主査  渡部 祐也

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第二課　上席主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  野本 徹也

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第二課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  加藤 広幸

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第二課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  春田 保

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室自動車商品技術第二課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  岸本 正史

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室薄板商品技術課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  左織 隆

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室薄板商品技術課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  炭野 浩成

  

 名古屋支店自動車・薄板商品技術室薄板商品技術課　主幹  名古屋支店自動車・薄板商品技術室　主幹  大塚 雅人

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線第一課長  名古屋支店自動車棒線室　主幹  石橋 洋祐

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線第二課長  名古屋支店自動車棒線室　主幹  増山 大地

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線商品技術課長  名古屋支店自動車棒線室　主幹  山﨑 浩一

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線第二課　主幹  名古屋支店自動車棒線室　主幹  江口 太郎

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線商品技術課　上席主幹  名古屋支店自動車棒線室　主幹  長門 隆重

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線商品技術課　主幹  名古屋支店自動車棒線室　主幹  松永 和則

  

 名古屋支店自動車棒線室自動車棒線商品技術課　主幹  名古屋支店自動車棒線室　主幹  西谷 成史

  

 名古屋支店薄板室　部長代理  名古屋支店薄板室　上席主幹  中島 猛行

  

 名古屋支店薄板室薄板第一課長  名古屋支店薄板室　主幹  坂田 俊明

  

 名古屋支店薄板室薄板第二課長  名古屋支店薄板室　主幹  藤村 享邦
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 名古屋支店薄板室薄板第一課　上席主幹  名古屋支店薄板室　主幹  森野 克己

  

 名古屋支店薄板室薄板第一課　上席主幹  名古屋支店薄板室　主幹  染石 琢也

  

 名古屋支店薄板室薄板第一課　主幹  名古屋支店薄板室　主査  城戸 亮治

  

 名古屋支店薄板室薄板第二課　主幹  名古屋支店薄板室　主幹  遠山 春彦

  

 名古屋支店薄板室薄板第二課　主幹  名古屋支店薄板室　主幹  土田 勝一

  

 名古屋支店薄板室薄板第二課　主幹  名古屋支店薄板室　主査  岡村 拓樹

  

 名古屋支店厚板・建材室長  関西　工程業務部形鋼工程業務室長  池淵 康輔

 名古屋支店静岡営業所長兼務  関西　形鋼部　主幹兼務

 名古屋支店厚板・建材室厚板課長  名古屋支店厚板・建材室　主幹  藤池 哲史

  

 名古屋支店厚板・建材室土木建材課長  名古屋支店厚板・建材室　主幹  西山 隆

  

 名古屋支店厚板・建材室建築建材課長  名古屋支店厚板・建材室　主幹  根本 聡司

  

 名古屋支店厚板・建材室土木建材課　主幹  名古屋支店厚板・建材室　主幹  木村 禎

 名古屋支店静岡営業所　主幹兼務  名古屋支店静岡営業所　主幹兼務

 名古屋支店厚板・建材室土木建材課　主幹  名古屋支店厚板・建材室　主幹  松原 央

  

 名古屋支店厚板・建材室建築建材課　部長代理  （本社）　建材事業部建材開発技術部建築建材技術室長  眞有 信博

  

 名古屋支店鋼管室建材・プラント鋼管課長兼務  名古屋支店鋼管室長  四宮 昭彦

  

 名古屋支店鋼管室自動車・建産機鋼管課長  名古屋支店鋼管室　主幹  中村 大輔

  

 名古屋支店交通産機品室　上席主幹  名古屋支店交通産機品室　主幹  中江 正典

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板・鋼材課長  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  諸井 正利

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課長  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  菅谷 聡

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板・鋼材課　部長代理  中国支店自動車鋼材・薄板室　上席主幹  久見瀬 俊己

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板・鋼材課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  齊藤 智徳

 大阪支社棒線室　主幹兼務  大阪支社棒線室　主幹兼務

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板・鋼材課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  青山 晃久
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 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板・鋼材課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主査  鈴木 健太郎

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課　上席主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  冨村 宏紀

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課　上席主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  林 敬人

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  飯原 勝之

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  岡田 哲也

  

 中国支店自動車鋼材・薄板室薄板商品技術課　主幹  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹  平田 和洋

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室長  中国支店厚板・鋼管室長  柏 正彦

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室　上席主幹  中国支店建材室長  緒方 裕司

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室厚板課長  中国支店厚板・鋼管室　主幹  早川 弘治

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室土木建材課長  中国支店建材室　主幹  早川 広志

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室鋼管課長  中国支店厚板・鋼管室　主幹  藤山 栄一郎

 中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹兼務  中国支店自動車鋼材・薄板室　主幹兼務

 中国支店厚板・建材・鋼管室土木建材課　部長代理  中国支店建材室　上席主幹  野路 正浩

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室土木建材課　上席主幹  中国支店建材室　主幹  若松 直一

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室建築建材課　主幹  中国支店建材室　主幹  小川 貴之

  

 九州支店薄板室自動車鋼板課長  九州支店薄板室　主幹  宮﨑 一茂

  

 九州支店薄板室薄板課長  九州支店薄板室　主幹  西 和紀

  

 九州支店薄板室自動車鋼板課　上席主幹  九州支店薄板室　主幹  國本 二朗

  

 九州支店薄板室自動車鋼板課　主幹  九州支店薄板室　主査  大森 正嗣

  

 九州支店薄板室薄板課　主幹  九州支店薄板室　主幹  五嶋 寿記

  

 九州支店薄板室薄板課　主幹  九州支店薄板室　主幹  羽原 秀司

  

 九州支店薄板室薄板課　主幹  九州支店薄板室　主査  前田 貴寛
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 九州支店厚板・建材・鋼管室長  九州支店建材室長  前田 書孝

  

 中国支店厚板・建材・鋼管室　上席主幹兼務  九州　資源化推進部スラグ室長  北島 博文

 九州支店厚板・建材・鋼管室　上席主幹兼務  中国支店建材室　主幹兼務

 九州支店建材室　主幹兼務  

 

 九州支店厚板・建材・鋼管室厚板課長  九州支店厚板・鋼管室長  近藤 聖

  

 九州支店厚板・建材・鋼管室土木建材課長  九州支店建材室　主幹  青木 雅昭

  

 九州支店厚板・建材・鋼管室建築建材課長  九州支店建材室　主幹  柳本 浩一

  九州支店厚板・鋼管室　主幹兼務

 九州支店厚板・建材・鋼管室鋼管課長  九州支店厚板・鋼管室　主幹  上田 雅弘

  

 九州支店厚板・建材・鋼管室厚板課　上席主幹  九州支店厚板・鋼管室　主幹  寺村 光洋

  

 九州支店厚板・建材・鋼管室土木建材課　上席主幹  九州支店建材室　主幹  増田 敏聡

  

 九州支店厚板・建材・鋼管室土木建材課　主幹  九州支店建材室　主幹  坂本 俊彦

  

   

  

 　▽海外事務所   

  

 ドバイ事務所　上席主幹  ドバイ事務所　主幹  蓮井 秀弥

  

 ドバイ事務所　主幹  ドバイ事務所　主査  美馬 貴仁

  

   

  

 　▽社外勤務   

  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  技開本部　先端技術研究所数理科学研究部　主幹研究員  岸田 豊

 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　原料第二部　主幹  橋本 晃壮

 （有）エヌエスリソースネット出向  （本社）　原料第一部　主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　薄板事業部自動車鋼板営業部自動車鋼板商品技術室長  水口 俊直

 ㈱エフテック出向  （本社）　薄板事業部薄板技術部　上席主幹兼務

  （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

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  瀬戸内　設備部　上席主幹  増井 誠二

 大阪製鐵㈱出向  
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 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  東日本　安全環境防災部釜石安全環境防災室長  武岡 努

 大阪製鐵㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター　主  渡邉 健夫

 大阪製鐵㈱出向  幹

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　内部統制・監査部　主幹  出井 亜紗子

 大阪製鐵㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  技開本部　プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員  高町 恭行

 （財）金属系材料研究開発センター出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  技開本部　鉄鋼研究所材料信頼性研究部　主幹研究員  伊藤 実

 経済産業省出向  （技開）尼崎駐在

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　財務部　上席主幹  加藤 敬一郎

 合同製鐵㈱出向  （本社）　総務部　上席主幹兼務

  （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）　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  菅家 隆

 産業振興㈱出向  席主幹

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　建材事業部建材開発技術部土木建材技術室　主幹  中津 賢一

 ジオスター㈱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設備  佐藤 芳一

 日鉄エンジニアリング㈱出向  技術企画室　上席主幹

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  技開本部　先端技術研究所新材料研究部　主幹研究員  徳丸 慎司

 日鉄エンジニアリング㈱出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　チタン事業部チタン技術部チタン商品技術室　主幹  山本 晋也

 日鉄ステンレス㈱出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  九州　安全環境防災部大分環境防災室　主査　光駐在  竹田 修

 日鉄ステンレス㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　原料第二部金属室長  中里 圭一

 新日本電工㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  九州　設備部設備管理室　上席主幹　大分駐在  坂上 浩喜

 ㈱スガテック出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  技開本部　先端技術研究所環境基盤研究部　主幹研究員  鈴木 公仁

 （財）地球環境産業技術研究機構出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  技開本部　先端技術研究所基盤メタラジー研究部　主幹研究員  來村 和潔

 （財）地球環境産業技術研究機構出向  （技開）尼崎駐在

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　デジタル改革推進部　上席主幹  寺原 秀明

 ㈱テツゲン出向  （本社）　情報システム部　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  名古屋　工程業務部物流室長  古河 嘉之

 東海鋼材工業㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　情報システム部情報システム戦略企画・管理室長  新美 浩樹

 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱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  九州　生産技術部生産技術室　上席主幹　大分駐在  柏原 司

 日鉄環境㈱出向  九州　安全環境防災部大分環境防災室　上席主幹兼務
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 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  関西　品質管理部品質保証室　主幹　製鋼所駐在  楠本 富佐夫

 日鉄関西マシニング㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  名古屋　鋼管部電縫鋼管工場長  本吉 卓

 日鉄鋼管㈱出向  

 東日本製鉄所総務部人事総務室　主幹　社外勤務休職  東日本　品質管理部チタン管理室　主幹  喜多 勇人

 日鉄工材㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　知的財産部知的財産戦略室　上席主幹  石塚 清和

 日鉄鋼板㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  古澤 秀俊

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄日新ビジネスサービス㈱出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  九州支店建材室　主幹  鉄見 浩次

 日鉄高炉セメント㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　建材事業部建材営業部　上席主幹  竹本 直人

 日鉄スチール㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  関西　鋼管商品技術部特殊管商品技術室長  宮原 整

 日鉄ステンレス鋼管㈱出向  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室特殊管商品技術課　

  主幹兼務  

  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  関西　資源化推進部スラグ室長  浅野 正也

 日鉄スラグ製品㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  名古屋支店厚板・建材室　上席主幹  須田 敬之

 日鉄スラグ製品㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  瀬戸内　安全環境防災部環境防災室長  井出 和夫

 日鉄スラグ製品㈱出向  （本社）　防災推進部　主幹兼務

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  名古屋　製鋼部製鋼技術室　主幹  石井 孝宣

 日鉄精圧品㈱出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  九州　設備部機械技術室　主幹  佐藤 大介

 日鉄精圧品㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　棒線事業部棒線技術部棒線商品技術室　主幹  宮木 隆成

 日鉄精鋼㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　鋼管事業部鋼管技術部鋼管商品技術室長  佐藤 克二

 日鉄精密加工㈱出向  （本社）　グローバル事業推進本部ＶＳＢ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  技開本部　先端技術研究所基盤メタラジー研究部　上席主幹研究員  藤原 知哉

 日鉄総研㈱出向  （技開）尼崎駐在

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  技開本部　技術開発企画部技術企画室　主幹　（本社）東京駐在  矢野 正樹

 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　技術開発企画部設備室長  鈴木 聰

 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  技開本部　プロセス研究所鋼圧一貫研究部　上席主幹研究員  明石 透

 日鉄テクノロジー㈱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　品質管理部棒線管理第一室長  伊藤 誠司

 日鉄テクノロジー㈱出向  九州　棒線部　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　先端技術研究所研究企画室長  金橋 康二

 日鉄テクノロジー㈱出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  技開本部　関西技術研究部　主幹研究員　尼崎駐在  松本 圭司

 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  関西　交通産機品工程・調達部製鋼所調達室長  岩田 拓也

 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）　機材調達部調達企画室長  寺西 謙多郎

 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  名古屋　薄板部冷延めっき技術室長  西沢 晃一

 日鉄テックスエンジ㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　建材事業部建材開発技術部建築建材技術室　主幹  河合 良道

 日鉄テックスエンジ㈱出向  （本社）　薄板事業部薄板営業部建材薄板室　主幹兼務

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  瀬戸内　生産技術部　上席主幹　堺駐在  三澤 泰之

 日鉄ドラム㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  東日本　薄板部鹿島精整検査室長  齋田 文弘

 日鉄ドラム㈱出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  九州　総務部財務室長  手嶋 強二

 日鉄ビジネスサービス九州㈱出向  

 東日本製鉄所総務部人事総務室　主幹　社外勤務休職  東日本　工程業務部君津薄板工程室　主幹  山岸 晃

 日鉄ビジネスサービス東日本㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　財務部財務総括室海外財務課　上席主幹  田島 啓司

 日鉄ファイナンス㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  名古屋　品質管理部薄板管理室　上席主幹  糸見 誠

 日鉄物産㈱出向  

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　厚板事業部厚板企画室長  原口 遵一郎

 日鉄物産㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  名古屋　品質管理部厚板管理室　主幹  原 賢一

 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　設備部東京設備管理室長  井上 和洋

 日鉄防食㈱出向  

 （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室長  丸岡 裕人

 日鉄防食㈱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  柚木﨑 敦

 日鉄ボルテン㈱出向  武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　チタン事業部チタン営業部自動車・建材室　主幹  高橋 達也

 日鉄ボルテン㈱出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  室蘭　総務部財務室長  福田 聖俊

 （公社）日本租税研究協会出向  

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  技開本部　人事室　主査　社外勤務休職  岩津 智永

 （一社）日本鉄鋼協会出向  （一社）日本鉄鋼協会出向
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 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  九州　労働・購買部協力会社連携室長  安波 利明

 濱田重工㈱出向  九州　労働・購買部労政人事室　上席主幹兼務

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  瀬戸内　品質管理部薄板管理室　主幹  酒井 司

 （財）ひょうご環境創造協会出向  技開本部　鉄鋼研究所材料ソリューション研究部　主幹兼務

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

 宮崎精鋼㈱出向  ニッポンスチール スチール プロセッシング社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　薄板事業部鋼板輸出営業部海外鋼板企画室　主幹  松岡 倫邦

 サイアム ティンプレート社出向  

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　原料第一部燃料第一室　主幹  井上 彩

 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  樋口 昌也

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （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  梅村 征司

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  竹内 一郎

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  露口 聡史

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  乙志 和孝

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  友松 邦彰

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  鈴木 崇

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  倉本 裕介

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  近藤 祐介

 ニッポンスチール シンガポール社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （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  川西 勝次

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  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  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  桐ヶ谷 英浩

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

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

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  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  （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  宮川 宏之

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  和泉 康治

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  野中 昭彦

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  永井 慶介

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向
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 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  石田 晃康

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  岡村 健太郎

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  薮 孝之介

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  酒井 努

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  麻生 敏光

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  梅岡 俊

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  三笠 彰

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  藤原 敏雄

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  林 大輔

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  田中 和宏

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  加藤 泰

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール タイ社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  八木 純太

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  堀 紘二郎

 ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （本社）人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  楊 威

 ニッポンスチール ベトナム社出向  ニッポンスチール サウスイーストアジア社出向

 （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武漢ブリキプロジェクト　上席主  野原 誠

 武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司出向  幹

 （本社）人事労政部　部長代理　社外勤務休職  関西　設備部設備管理室長  平石 裕介

 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  越川 哲哉

 一般社団法人　日本鉄鋼連盟出向  一般社団法人　日本鉄鋼連盟出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  石塚 哲夫

 （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）出向  （独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  小林 広則

 ＮＳＴ日本鉄板㈱出向  ＮＳＴ日本鉄板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  髙橋 基宏

 ＮＳＴ日本鉄板㈱出向  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  酒井 上

 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
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 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  小笹 輝正

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  石川 大介

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  尾田 佳亮

 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　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  山田 和弘

 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  今井 二朗

 大阪製鐵㈱出向  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）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  大山 徹二

 大阪製鐵㈱出向  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）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  山下 清文

 大阪製鐵㈱出向  大阪製鐵㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  広瀬 和文

 大阪製鐵㈱出向  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）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  柘植 弘志

 科学技術振興機構出向  科学技術振興機構出向

 （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  小川 雄司

 公益財団法人鉄鋼環境基金出向  公益財団法人鉄鋼環境基金出向

 （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  丸山 直紀

 国立大学法人大阪大学出向  国立大学法人大阪大学出向

 （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  平 基治

 山陽特殊製鋼㈱出向  山陽特殊製鋼㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  本間 俊太

 山陽特殊製鋼㈱（オバコ社）出向  山陽特殊製鋼㈱（オバコ社）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  山床 眞一

 ジオスター㈱出向  ジオスター㈱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  藤本 辰雄

 国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構出向  国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術総合開発機構出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  福留 大介

 日本製鉄健康保険組合出向  日本製鉄健康保険組合出向

 （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  井上 宜治

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱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  広瀬 透

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱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  渋谷 将行

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱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  水野 成久

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  小山 広

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱出向
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  井上 則夫

 日鉄ステンレス㈱出向  日鉄ステンレス㈱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  岡澤 健介

 日鉄ソリューションズ㈱出向  日鉄ソリューションズ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  大塚 伸幸

 日鉄ソリューションズ㈱出向  日鉄ソリューションズ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  吉橋 靖人

 日鉄ソリューションズ㈱出向  日鉄ソリューションズ㈱出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  山本 薫克

 日鉄ソリューションズ㈱出向  日鉄ソリューションズ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  山口 真一

 （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  鶴田 伸一

 浙江日鉄日新華新頓精密特殊鋼有限公司出向  浙江日鉄日新華新頓精密特殊鋼有限公司出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  今井 公彦

 鐵鋼スラグ協会出向  鐵鋼スラグ協会出向

 （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  髙橋 耕治

 戸畑共同火力㈱出向  戸畑共同火力㈱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  田中 壮太郎

 日鉄（南通）鋼板有限公司出向  日鉄（南通）鋼板有限公司出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  酒井 克典

 日鉄（南通）鋼板有限公司出向  日鉄（南通）鋼板有限公司出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  西出 幸晃

 日鉄（南通）鋼板有限公司出向  日鉄（南通）鋼板有限公司出向

 （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  土師 達郎

 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱出向  日鉄ケミカル＆マテリアル㈱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  前川 晋

 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱出向  日鉄ケミカル＆マテリアル㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  田所 健一郎

 日鉄ケミカル＆マテリアル㈱出向  日鉄ケミカル＆マテリアル㈱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  堤 啓

 日鉄環境㈱出向  日鉄環境㈱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  福田 浩司

 日鉄建材㈱出向  日鉄建材㈱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  繁尾 征一

 日鉄建材㈱出向  日鉄建材㈱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  山崎 恭一

 日鉄建材㈱出向  日鉄建材㈱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  高橋 政宏

 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  松岡 義則

 日鉄鋼管㈱出向  日鉄鋼管㈱出向
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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  関谷 頼弘

 日鉄工材㈱出向  日鉄工材㈱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  岸田 恵一

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱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  佐藤 雄一

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱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  中田 康

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱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  末次 力

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  温品 誠二

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  大崎 勝久

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  長田 祐治

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  山田 修司

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  庄司 吉行

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  村田 直人

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  吉本 隆

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  脇野 真司

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  山本 寛

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  遠藤 友介

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  大塚 清隆

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  中村 洋一郎

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  紀ノ岡 宏則

 日鉄鋼板㈱出向  日鉄鋼板㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  坂本 忠司

 日鉄精圧品㈱出向  日鉄精圧品㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  高野 孝司

 日鉄精密加工㈱出向  日鉄精密加工㈱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  高橋 史明

 日鉄総研㈱出向  日鉄総研㈱出向
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新　　　所　　　属　　　・　　　役　　　職 現　　 所　　 属　　 ・　　 役　　 職 氏　　  名

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  能勢 幸一

 日鉄総研㈱出向  日鉄総研㈱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  石川 勝章

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  芝家 伸彦

 日鉄テックスエンジ㈱出向  日鉄テックスエンジ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  山口 善三

 日鉄テックスエンジ㈱出向  日鉄テックスエンジ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  一戸 崇雄

 日鉄テックスエンジ㈱出向  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）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  窪田 進

 日鉄ハードフェイシング㈱出向  日鉄ハードフェイシング㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  藤高 巳知宏

 日鉄ビジネスサービス関西㈱出向  日鉄ビジネスサービス関西㈱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  岡田 健治

 日鉄物産㈱出向  日鉄物産㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  鶴田 貴也

 日鉄物産㈱出向  日鉄物産㈱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  不殿 敏之

 日鉄物流㈱出向  日鉄物流㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  河合 正博

 日鉄物流㈱出向  日鉄物流㈱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  関 隆一

 日鉄ボルテン㈱出向  日鉄ボルテン㈱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  田村 章

 日鉄溶接工業㈱出向  日鉄溶接工業㈱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  足達 智彦

 日鉄溶接工業㈱出向  日鉄溶接工業㈱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  川元 克己

 日鉄ロールズ㈱出向  日鉄ロールズ㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  岡村 勝也

 日鉄ロールズ㈱出向  日鉄ロールズ㈱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  金澤 宏樹

 日鉄めっき鋼管㈱出向  日鉄めっき鋼管㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  中安 和彦

 日鉄めっき鋼管㈱出向  日鉄めっき鋼管㈱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  中垣内 祐一

 （財）日本バレーボール協会出向  （財）日本バレーボール協会出向

 （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  三浦 潔司

 （社）日本プロジェクト産業協議会出向  （社）日本プロジェクト産業協議会出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  河原 和敬

 ㈱富士鉄鋼センタ－出向  ㈱富士鉄鋼センタ－出向
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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  内田 剛史

 松菱金属工業㈱出向  松菱金属工業㈱出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  金須 貴之

 松菱金属工業㈱出向  松菱金属工業㈱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  田中 宏治

 ㈱山本工作所出向  ㈱山本工作所出向

 （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  吉田 亨

 ユニプレス㈱出向  ユニプレス㈱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  杉山 英雄

 ワコースチール㈱出向  ワコースチール㈱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  大月 克文

 インターナショナル クランクシャフト社出向  インターナショナル クランクシャフト社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  藤野 伸久

 インターナショナル クランクシャフト社出向  インターナショナル クランクシャフト社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  羽生 奈緒美

 インターナショナル クランクシャフト社出向  インターナショナル 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  畑中 裕之

 ＶＡＭ ブルネイ社出向  ＶＡＭ ブルネイ社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  炭谷 勝利

 ＶＡＭ ブルネイ社出向  ＶＡＭ ブルネイ社出向

 （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  川口 卓也

 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  大島 一馬

 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  松澤 和宏

 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　主幹　社外勤務休職  堺堀 英男

 ウジミナス社出向  ウジミナス社出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  関戸 義仁

 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  岩佐 康徳

 ＡＭ ＮＳカルバート社出向  ＡＭ ＮＳカルバート社出向

 （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  藤井 昭吾

 ＡＭ ＮＳカルバート社出向  ＡＭ ＮＳカルバート社出向

 （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  南 康司

 ＡＭ ＮＳカルバート社出向  ＡＭ ＮＳカルバート社出向

 （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  棚倉 仁朗

 ＡＭ ＮＳカルバート社出向  ＡＭ ＮＳカルバート社出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  我妻 歩

 ＡＭ ＮＳカルバート社出向  ＡＭ ＮＳカルバート社出向

 （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  内田 英樹

 エスエムアイ アムテック クランクシャフト社出向  エスエムアイ アムテック クランクシャフト社出向
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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  中野 正廣

 エスエムアイ アムテック クランクシャフト社出向  エスエムアイ アムテック 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  中原 隆男

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  鈴木 洋輔

 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  平原 聡

 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  堀井 陽介

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  宮﨑 英明

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  松田 雅義

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  稲葉 善広

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  川上 涼輔

 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　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  豊福 弘典

 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  吉田 邦裕

 恵州日鉄鍛造有限公司出向  恵州日鉄鍛造有限公司出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  吉野 健

 恵州日鉄鍛造有限公司出向  恵州日鉄鍛造有限公司出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  田谷 耕一

 ＪＣＡＰＣＰＬ社出向  ＪＣＡＰＣＰＬ社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  佐藤 芳広

 ＪＣＡＰＣＰＬ社出向  ＪＣＡＰＣＰＬ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  内田 和範

 日鉄諮詢（北京）有限公司出向  日鉄諮詢（北京）有限公司出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  小川 祐史

 日鉄諮詢（北京）有限公司（広州分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（広州分公司）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  伊藤 元博

 日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  今井 健二

 日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  大西 実

 日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  奥田 洋一

 日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  菅原 孝史

 日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向  日鉄諮詢（北京）有限公司（上海分公司）出向
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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  新保 賢一

 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

 （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  南 信行

 ニッポンスチール　タイスミロックス社出向  ニッポンスチール　タイスミロックス社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  三村 洋之

 ニッポンスチール　タイスミロックス社出向  ニッポンスチール　タイスミロックス社出向

 （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  植田 雅基

 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  望月 英明

 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  備前 秀寿

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  真寺 圭介

 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  鎌田 俊二

 テニガル社出向  テニガル社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  桑垣 貴之

 テニガル社出向  テニガル社出向

 （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  三浦 充

 ナショナル パイプ社出向  ナショナル パイプ社出向

 （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  福庭 哲也

 ナショナル パイプ社出向  ナショナル パイプ社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  門田 晶宏

 ナショナル パイプ社出向  ナショナル パイプ社出向

 （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  竹内 利幸

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ インディア社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ 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  近藤 真一

 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  粢田 章文

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）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  髙島 太

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  田中 康博

 日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）出向  日鉄鋼管㈱（ニッポンスチール パイプ タイランド社）出向
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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  井上 欣広

 日鉄物産（インドジャパン ワイヤー プロダクツ）出向  日鉄物産（インドジャパン ワイヤー プロダクツ）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  齊藤 仁

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  横川 昌彦

 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  井上 薫

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  寺本 泰章

 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  高橋 泰憲

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （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  山本 兼由

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  松崎 孝志

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  岸川 洋一郎

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  加藤 慎太郎

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  宮越 亮平

 エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向  エヌエス サイアム ユナイテッド スティール社出向

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  栗田 陽太郎

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  三宅 晋太郎

 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  太田 徹

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  松尾 逸平

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  平賀 茂孝

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  葛 拓造

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  富永 智矢

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  菊池 尚繁

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  加藤 洋平

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  桒内 祐輝

 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



P．174

人事異動報　　第 2 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　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  野坂 浩慈

 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  佐藤 寛哲

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  本多 孝大

 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　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  中山 勇太

 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  丸石 慶太

 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  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  社出向  

  

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  阿部 和彦

 ニッポンスチール セールス ベトナム社出向  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  岩﨑 博安

 ニッポンスチール スチール プロセッシング社出向  ニッポンスチール スチール プロセッシング社出向

 （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  伊豆 大助

 ニッポンスチール スチール プロセッシング社出向  ニッポンスチール スチール プロセッシング社出向

 （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  舩元 周平

 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　主幹　社外勤務休職  河上 忠司

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  海老原 潔

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  安宅 誠

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  有田 勤

 バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド 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  杉浦 卓也

 バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド ブラジル社出向  バローレック ソルソィンス トゥーブラレス ド 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  田中 修

 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  新美 貴久

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  松山 正和

 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  福田 修史

 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

 （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  堀部 博行

 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

 （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  湊 研

 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



P．175

人事異動報　　第 2 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  村上 慎一

 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

 （本社）　人事労政部　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  丸田 亮

 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

 （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  小林 太郎

 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

 （本社）　人事労政部　部長代理　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  間嶋 俊雄

 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　上席主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主幹　社外勤務休職  島﨑 直樹

 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　主幹　社外勤務休職  （本社）　人事労政部　主査　社外勤務休職  北爪 淳

 ラティヌサ社出向  ラティヌサ社出向


