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2019年3月25日 

日本ガイシ株式会社 
 

組織変更・人事異動 
 

 日本ガイシ株式会社（社長：大島卓、本社：名古屋市）は組織を一部変更し、執行役員と各部長

の人事を下記の通りとします。 

 

 発令日は、組織変更と人事異動は2019年4月1日、グループ会社役員人事は2019年の定時株主

総会または4月1日以降開催の臨時株主総会における承認日です。 

 

1．組織変更 

＜本社部門＞ 

・企業としての品質経営を統括するため、品質統括部を品質経営統括部と名称変更する。 

・社外に対する活動状況や組織規模の観点から、新事業企画室を新事業企画部とする。 
 
＜電力事業本部＞ 

・ガイシ事業再編の一環として、スリムな営業体制を実現するため、営業統括部を廃止する。傘下の

営業部と海外営業部をガイシ事業部営業部に統合し、エナジーデバイス営業部はNAS事業部営業

部に再編する。 

・ガイシ事業部に製造部を新設する。 
 
＜セラミックス事業本部＞ 

・品質保証部を品質統括部と位置づけ、傘下にAC品質保証部とセンサ品質保証部を置く。 

・営業統括部センサ営業部を解消し、営業機能を営業部に集約する。センササプライチェーン管理

機能を強化するため、SCM2部を新設し、SCM部をSCM1部と改称する。 

・自動車排ガス浄化用セラミックス、センサの営業戦略を強化するため、営業統括部傘下に戦略部を

新設する。 

・製造統括部生産技術部を材料開発を行う材料技術部と生産技術開発を行う生産技術部に分割する。 
 
＜エレクトロニクス事業本部＞ 

・新製品を早期に収益貢献させるためADC（Advanced Device Components)事業部を新設し、傘下

に電子部品事業部ウエハー部と新設のパワーデバイス部を置く。これに伴い、新製品推進プロ

ジェクトを解消する。 

・電子部品事業部傘下にあった管理部、営業部は、電子部品事業部に加えてADC事業部の管理、

営業機能を担うため本部直轄とし、電子管理部、電子営業部と改称する。 
 
＜プロセステクノロジー事業本部＞ 

・HPC事業部製造部を、各製造拠点のコントロールタワーとして購買・生産計画を担う生産管理部と

知多工場運営、ＮGKセラミックデバイス小牧工場・多治見工場をサポートする製造部に分割する。 

・HPC事業部開発部は設計業務が主な機能であるため、設計部と名称変更する。 
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2．執行役員人事 
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

新事業企画部所管（新事業企画室所管） 

代表取締役副社長、経営企画室・

秘書室・コーポレートコミュニケー

ション部・人事部・総務部所管、電

力事業本部管掌、グループ会社統

括、大阪支社長 

蟹江  浩嗣 

品質経営統括部所管（品質統括部所管） 

取締役専務執行役員、製造技術本

部長、環境経営統括部・安全衛生

統括部所管、設備委員長、品質委員

長、環境委員長、安全衛生委員長 

丹羽  智明 

（エレクトロニクス事業本部電子部品事業部

長） 

取締役常務執行役員、エレクトロ

ニクス事業本部長 
石川  修平 

（セラミックス事業本部技術統括部長） 
常務執行役員、セラミックス事業

本部センサ事業部長 
倉知   寛 

（知多事業所長） 
常務執行役員、プロセステクノロ

ジー事業本部副本部長 
手嶌  孝弥 

プロセステクノロジー事業本部HPC事業部長

（セラミックス事業本部製造統括部長） 
常務執行役員 松田  弘人 

エレクトロニクス事業本部 本部長補佐＜ADC

事業部担当＞（エレクトロニクス事業本部 本

部長補佐＜新製品推進プロジェクト担当＞） 

執行役員、エレクトロニクス事業本

部 本部長補佐＜技術担当＞ 
辻   裕之 

知多事業所長 
執行役員、エレクトロニクス事業本

部金属事業部長 
加藤  明 

＜2018年10月就任済＞ 

コンプライアンス全社統括責任者 

取締役常務執行役員、業務監査

部・グループコンプライアンス部・

法務部・知的財産部所管、ＣＳＲ委

員長、内部統制委員長 

佐治  信光 

 

3．執行役員以外の主要人事 

新職（旧職） 継続職 氏名 

＜本社部門＞   

品質経営統括部長（品質統括部長）  三澤 英延 

経営企画室専門部長（製造技術本部施設統括

部設計1部長） 
 多田 真治 

新事業企画部長（新事業企画室長） 研究開発本部基盤技術研究所長 川崎 真司 

新事業企画部長代理（新事業企画室長代理）  山田  孝 

秘書室専門部長（総務部長）  守屋 信一 

法務部専門部長（法務部）  平等 敬二 

総務部長（総務部長代理）  三村  琢 

資材部長代理（資材部専門部長）  長崎 宏治 

資材部専門部長（NGKエレクトロデバイス出向）  津久井英明 
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新職（旧職） 継続職 氏名 

＜研究開発本部＞   

NCMプロジェクトリーダー（NCMプロジェクト）  鈴木 秀之 

＜製造技術本部＞   

製造技術統括部専門部長（プロセステクノロ

ジー事業本部HPC事業部長） 
 川崎 啓治 

施設統括部設計1部長（施設統括部生産システ

ム部長） 
 竹中 貴彦 

施設統括部生産システム部長（施設統括部専

門部長） 
 中根 正義 

＜電力事業本部＞   

ガイシ事業部長代理 兼 製造部長（ＮＧＫ唐山

電瓷総経理） 
 藤原  聖 

ガイシ事業部専門部長（営業統括部営業部長）  佐藤 欣治 

ガイシ事業部営業部長（営業統括部海外営業

部長） 
 中根  宏 

ガイシ事業部営業部長代理（営業統括部営業部）  石川 貴浩 

NAS事業部専門部長（営業統括部海外営業部

専門部長） 
 斉藤 孝史 

NAS事業部営業部長（営業統括部エナジーデ

バイス営業部長） 
 川上  進 

NAS事業部製造部長（NAS事業部製造部長代理）  北川 敏司 

＜セラミックス事業本部＞   

品質統括部長 兼 AC品質保証部長（技術統括

部設計部長） 
 牧野 幹生 

品質統括部センサ品質保証部長（品質保証部

長） 
 菊地  徹 

営業統括部長代理（電力事業本部営業統括部

長） 
 武田 龍悟 

営業統括部営業部長（営業統括部営業部長代

理） 
 古川 大裕 

営業統括部戦略部長（ＮＧＫヨーロッパ（ドイツ）

出向） 
 嵯峨 裕樹 

営業統括部SCM1部長（営業統括部SCM部長）  小出 大志 

営業統括部SCM2部長（営業統括部センサ営

業部） 
 松金 勇志 

技術統括部長（技術統括部長代理） 技術統括部開発部長 坂本 浩文 

技術統括部設計部長（技術統括部設計部）  山下 正孝 

製造統括部長 
NGKセラミックスタイランド取締役

社長 
森   潤 

製造統括部長代理 兼 材料技術部長（製造統

括部生産技術部長） 
 熊澤 和彦 

製造統括部生産技術部長（製造統括部生産技

術部長代理） 
 田渕 善隆 



 

 
日本ガイシ株式会社 コーポレートコミュニケーション部  〒467-8530 名古屋市瑞穂区須田町 2番 56号  TEL 052-872-7181 

 

新職（旧職） 継続職 氏名 

＜エレクトロニクス事業本部＞   

金属事業部開発部長（金属事業部開発部）  夏目 欣秀 

金属事業部開発部専門部長（金属事業部開発

部長） 
 石橋 佳樹 

電子部品事業部長（電子部品事業部電子機能

部長） 
 大西 孝生 

電子部品事業部電子機能部長（電子部品事業

部電子機能部） 
 田中 英彦 

電子部品事業部NPプロジェクト部長代理（電子

部品事業部NPプロジェクト） 
 間瀬  淳 

ADC事業部長（新製品推進プロジェクト部長）  大和田 巌 

ADC事業部専門部長（新製品推進プロジェクト

専門部長） 
 北村 和正 

ADC事業部ウエハー部長（電子部品事業部ウ

エハー部長） 
 平井 隆己 

ADC事業部パワーデバイス部長（研究開発本

部機能材料プロジェクト） 
 小泉 貴昭 

電子管理部長（電子部品事業部営業部長）  三代川 正 

電子営業部長（電子部品事業部営業部）  石河  淳 

＜プロセステクノロジー事業本部＞   

HPC事業部生産管理部長（HPC事業部生産技

術部） 
 冨山  裕 

HPC事業部製造部長（HPC事業部製造部長代

理 兼 知多工場長） 
 山田 智史 

HPC事業部設計部長（HPC事業部開発部長）  今井 康喜 

 

４．グループ会社役員人事 

新職（旧職） 氏名 

＜国内＞  

NGKゆうサービス代表取締役社長（セラミックス事業本部営業統括部センサ営業部長） 香春斗士夫 

明知ガイシ代表取締役社長（電力事業本部ガイシ事業部専門部長） 佐藤  立 

NGKケミテック代表取締役社長（プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事業部

営業部） 
山田 茂裕 

NGKアドレック代表取締役社長（NGKセラミックスメキシコ会長） 深尾  要 

＜海外＞  

NGKマテリアルUSA取締役社長（セラミックス事業本部製造統括部生産技術部） 大野 陽平 

NGK蘇州環保陶瓷副総経理（セラミックス事業本部営業統括部長代理 兼 営業部長） 小林 宏司 

 

 

 

 


