
 

 

2020年3月23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2020年4月1日、グループ会社役員人事は2020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＞ 

・デジタル化のさらなる推進を目的に情報システム部を製造技術本部から本社部門に変更する。 

・グループ視点での活動、個の尊重の観点から人事部を再編する。人材統括部を新設し、傘下に

企画部、人事部、ダイバーシティ推進部を置く。 

・各地区総務機能を人事部から総務部に移管する。 

 

＜研究開発本部＞ 

・機能材料プロジェクト、SOFCプロジェクトをそれぞれCCDプロジェクト、FCプロジェクトに改称する。 
 
＜エネルギーインフラ事業本部＞ 

・電力事業本部をエネルギーインフラ事業本部に改称する。 

・NAS事業部にZNBプロジェクトの一部を移管し、エナジーストレージ事業部とする。 

・業務効率化の観点から、企画部とガイシ・NAS両事業部の管理部を再編し企画部、エナジーストレージ

事業部プロジェクト管理部に、ガイシ事業部の技術部、電力技術研究所、機器部を再編し技術部、

機器配電部とする。 

・エナジーストレージ事業部の設計技術部門を設計部とNAS開発部に再編する。 
 
＜エレクトロニクス事業本部＞ 

・金属事業部開発部を技術開発部に改称する。 

・電子部品事業部電子機能部を開発部と生産技術部に再編する。 
 
＜プロセステクノロジー事業本部＞ 

・HPC事業部生産技術部を、製造技術の改善を担当する生産技術１部と要素技術の開発を担当する

生産技術２部に再編する。 
  
   
 



 

 
  
2．執行役員人事 
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

シニアフェロー（社長補佐、研究開発本部長、

開発委員長） 
代表取締役副社長 武内  幸久 

人材統括部所管、エネルギーインフラ事業本

部管掌、HR委員長（人事部所管、電力事業本

部管掌） 

代表取締役副社長、経営企画室・

新事業企画部・秘書室・コーポ

レートコミュニケーション部・総務

部所管、グループ会社統括、大阪

支社長 

蟹江  浩嗣 

研究開発本部・製造技術本部管掌、情報シス

テム部所管（製造技術本部長、設備委員長） 

取締役専務執行役員、品質経営

統括部・環境経営統括部・安全衛

生統括部所管、品質委員長、環境

委員長、安全衛生委員長 

丹羽  智明 

コンプライアンス委員長（CSR委員長） 

取締役専務執行役員、コンプライ

アンス全社統括責任者、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、内部統

制委員長 

佐治  信光 

エネルギーインフラ事業本部長（電力事業本

部長） 
常務執行役員、小牧事業所長 小林   茂 

プロセステクノロジー事業本部アドバイザー

（プロセステクノロジー事業本部副本部長） 
常務執行役員 手嶌  孝弥 

プロセステクノロジー事業本部副本部長 
常務執行役員、プロセステクノロ

ジー事業本部HPC事業部長 
松田  弘人 

人材統括部長 兼 人材統括部ダイバーシティ

推進部長（人事部長） 
常務執行役員、総務部担当 山田  忠明 

研究開発本部長、開発委員長（研究開発本部

副本部長、同本部機能材料プロジェクトリー

ダー） 

常務執行役員 七瀧   努 

エレクトロニクス事業本部本部長補佐＜技術・

NGKセラミックデバイス担当＞（NGKエレクトロ

デバイス代表取締役社長） 

執行役員 山田  智裕 

エレクトロニクス事業本部副本部長 
執行役員、エレクトロニクス事業本

部金属事業部長、知多事業所長 
加藤   明 

製造技術本部長、設備委員長（製造技術本部

製造技術統括部長） 
執行役員 宮嶋   敦 

新事業企画部担当 執行役員、経営企画室長 篠原  宏行 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
  
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＞   

環境経営統括部長（エレクトロニクス事業本部

金属事業部生産技術部長） 
 野尻  敬午 

新事業企画部長（新事業企画部長代理）  山田   孝 

人材統括部企画部長（電力事業本部企画部

長） 
 野崎  正人 

人材統括部人事部長（人事部）  杉浦  由佳 

人材統括部ダイバーシティ推進部専門部長

（製造技術本部グローバルエンジニアリングセ

ンター製造支援センター長） 

 榎島   徹 

資材部長（資材部長代理）  長崎  宏治 

＜研究開発本部＞   

CCDプロジェクトリーダー（機能材料プロジェク

トリーダー代理） 
 小林  伸行 

FCプロジェクトリーダー（SOFCプロジェクト

リーダー） 
 大森   誠 

基盤技術研究所長（基盤技術研究所長代理）  森本  健司 

＜製造技術本部＞   

製造技術統括部長 製造技術統括部製造技術2部長 近藤  好正 

製造技術統括部試作センター長（施設統括部

設計2部） 
 都築  正浩 

グローバルエンジニアリングセンター製造支

援センター長（グローバルエンジニアリングセ

ンター製造支援センター） 

 齊藤  隆雄 

＜エネルギーインフラ事業本部＞   

企画部長 兼 ガイシ事業部機器配電部長（電

力事業本部ガイシ事業部管理部長） 
 川上  勝己 

ガイシ事業部専門部長（NAS事業部専門部長）  斉藤  孝史 

ガイシ事業部営業部長（ガイシ事業部営業部

長代理） 
 石川  貴浩 

ガイシ事業部営業部長代理（ガイシ事業部営

業部） 
 遠山   繁 

ガイシ事業部機器配電部専門部長（ガイシ事

業部専門部長） 
 佐藤  欣治 

エナジーストレージ事業部長（NAS事業部長）  市岡  立美 

エナジーストレージ事業部専門部長（研究開発

本部ZNBプロジェクト） 
 鬼頭  賢信 

エナジーストレージ事業部専門部長（NAS事業

部設計技術部長） 
 玉越  富夫 

 
 



 

 
   
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

エナジーストレージ事業部プロジェクト管理部

長（NAS事業部管理部長） 
 村本  正義 

エナジーストレージ事業部設計部長（NAS事業

部営業部） 
 平井  直樹 

エナジーストレージ事業部NAS開発部長（NAS

事業部設計技術部専門部長） 
 古田  一人 

＜セラミックス事業本部＞   

営業統括部SCM1部専門部長（電力事業本部

ガイシ事業部営業部長） 
 中根   宏 

製造統括部製造管理部長代理（NGKセラミック

スメキシコ出向） 
 岡田  浩一 

センサ事業部生産技術部長代理（センサ事業

部管理部） 
 久野  俊明 

＜エレクトロニクス事業本部＞   

品質保証部専門部長（ADC事業部専門部長）  北村  和正 

金属事業部管理部長（金属事業部管理部）  谷井  玲志 

金属事業部管理部専門部長（金属事業部管理

部長） 
 本林  徹也 

金属事業部生産技術部長（金属事業部開発部

長） 
 夏目  欣秀 

金属事業部技術開発部長（金属事業部開発

部） 
 千葉  広樹 

金属事業部技術開発部専門部長（金属事業部

開発部専門部長） 
 石橋  佳樹 

電子部品事業部開発部長 電子部品事業部長 大西  孝生 

電子部品事業部開発部長代理（電子部品事業

部電子機能部） 
 田邊  大始 

電子部品事業部生産技術部長 兼 NPプロジェ

クトリーダー（電子部品事業部電子機能部長） 
 田中  英彦 

電子部品事業部NPプロジェクトリーダー代理

（電子部品事業部電子機能部） 
 植谷  政之 

＜プロセステクノロジー事業本部＞   

HPC事業部生産技術1部長（HPC事業部生産

技術部長） 
 昇   和宏 

HPC事業部生産技術2部長（製造技術本部製

造技術統括部試作センター長） 
 吉田  信也 

 

 

 

 
 
  



 

 
  
４．グループ会社役員人事 
 

新職（旧職） 氏名 

＜国内＞  

NGKエレクトロデバイス代表取締役社長（NGKエレクトロデバイス代表取締役副社

長） 
清水  秀樹 

NGKケミテック代表取締役社長（池袋琺瑯工業代表取締役社長） 香川  雅俊 

NGKケミテック副社長（旧NGKケミテック代表取締役社長） 山田  茂裕 

＜海外＞  

NGKロック取締役副社長（NGKロック・ポリマーインシュレーターズ取締役副社長） 中地  敏之 

NGKカナダ取締役社長（NGKカナダ） 梅田   敦 

NGKセラミックスヨーロッパ取締役副社長（NGKセラミックスヨーロッパ取締役） 
サイモン・ 

ブラジック 

NGKセラミックスUSA取締役会長（NGKセラミックスUSA取締役社長） 
スティーブ・

デイリー 

NGKセラミックスUSA取締役社長（NGKセラミックスUSA取締役副社長） 伊藤  公一 

NGKオートモーティブセラミックスコリア代表理事（NGKオートモーティブセラミックス

コリア理事） 
田中  幹朗 

NGKセラミックスタイランド取締役社長（NGKセラミックスタイランド取締役副社長） 長谷川耕司 

NGK（蘇州）熱工技術副総経理（プロセステクノロジー事業本部産業プロセス事業部 

管理部） 
永井  良平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


