
 

2021年3月22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2021年4月1日、グループ会社役員人事は各グループ会社の

2021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＞ 

▶環境経営統括部の環境経営機能をESG推進統括部へ編入する。環境ガバナンスを安全衛生と統合

し、環境安全衛生統括部とする。 

▶当社グループのESG（環境・社会・ガバナンス）に関する活動を横断的に取り扱い、その情報発信

を強化するため、環境経営統括部企画グループとコーポレートコミュニュケーション部を一体的に

運営するESG推進統括部を新設し、傘下にESG推進部とコーポレートコミュニケーション部を置く。 

▶デジタル変革を加速するため、本社、製造技術本部に分散していたDX（デジタルトランスフォーメー

ション）推進部署を統合し、DX推進統括部を新設する。傘下に企画部、製造DX推進部、ICTセンター

を置く。 
 
＜研究開発本部＞ 

▶FCプロジェクトをECD（Energy Conversion Devices）プロジェクトに改称する。 
 
＜エネルギーインフラ事業本部＞ 

▶広域営業体制構築による業務効率化を図るため、ガイシ事業部営業部に東日本営業室、中日本営

業室、西日本営業室を新設する。 

▶運営一体化のため、電力技術研究所をガイシ事業部技術部に編入する。 
 
＜セラミックス事業本部＞ 

▶EHC（電気加熱式触媒）の開発強化のため、技術統括部にEHCプロジェクトを新設する。 

▶センサ事業部生産技術部を、組立生産技術を担当する生産技術1部と素子生産技術を担当する生産

技術2部に再編する。 
 
＜エレクトロニクス事業本部＞ 

▶安全・品質・環境を統括する部門である品質保証部を安全品質環境部に改称する。 

▶絶縁放熱基板事業をNGKエレクトロデバイスと一体運営することを目的に、電子部品事業部に複合

基板部を新設する。 
 
＜プロセステクノロジー事業本部＞ 

▶HPC事業部の管理部と生産管理部を統合し管理部とする。 

▶産業プロセス事業部の技術部と機材部を技術1部と技術2部に再編する。 



 

 

 

2．執行役員人事 
 

新職（旧職） 継続職 氏名 

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、コンプライアンス全社

統括責任者、コンプライアンス委員長、内部統

制委員長（秘書室・コーポレートコミュニケー

ション部所管、HR委員長、大阪支社長） 

代表取締役副社長、経営企画室・

新事業企画部・人材統括部・総務

部所管、グループ会社統括 

蟹江  浩嗣 

環境安全衛生統括部・DX推進統括部所管、環

境安全衛生委員長（環境経営統括部・安全衛

生統括部・情報システム部所管、環境委員長、

安全衛生委員長） 

代表取締役副社長、技術統括、製

造技術本部管掌、品質経営統括

部所管、品質委員長 

丹羽  智明 

エネルギーインフラ事業本部長、セラミックス

事業本部管掌（セラミックス事業本部長、同本

部営業統括部長、名古屋事業所長） 

取締役専務執行役員 松田   敦 

HR委員長、大阪支社長（人材統括部ダイバー

シティ推進部長） 

常務執行役員、人材統括部長、総

務部担当 
山田  忠明 

セラミックス事業本部営業統括部長、同本部営

業統括部戦略部長（NGKヨーロッパ（ドイツ）取

締役社長） 

執行役員 加藤  宏治 

ESG推進統括部・秘書室・財務部・資材部所管

（財務部長） 
執行役員 神藤  英明 

セラミックス事業本部長、名古屋事業所長（セ

ラミックス事業本部製造統括部長） 
執行役員 森    潤 

小牧事業所長 

執行役員、エネルギーインフラ事

業本部エナジーストレージ事業部

長 

市岡  立美 

ESG推進統括部長、秘書室担当、東京本部長

（秘書室長、コーポレートコミュニケーション部

担当） 

執行役員 石原   亮 

業務監査部・グループコンプライアンス部・法

務部・知的財産部担当（法務部長） 
執行役員 稲垣  真弓 

＜6月下旬予定＞ 

退任（取締役専務執行役員、財務部・資材部所

管、東京本部長） 
 坂部   進 

退任（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、コンプ

ライアンス委員長、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（セラミックス事業本部品質

統括部長 兼 同本部品質統括部AC品質保証

部長） 

 牧野  幹生 

品質経営統括部専門部長（品質経営統括部）  伊藤  志成 

環境安全衛生統括部長（エレクトロニクス事業

本部金属事業部製造部長） 
 中口  一成 

ESG推進統括部ESG推進部長（環境経営統括

部長） 
 野尻  敬午 

ESG推進統括部コーポレートコミュニケーショ

ン部長（コーポレートコミュニケーション部長） 
 柴田   修 

DX推進統括部長（製造技術本部製造技術統括

部長 兼 同本部製造技術統括部製造技術2部

長） 

 近藤  好正 

DX推進統括部専門部長（製造技術本部施設統

括部生産システム部長） 
 中根  正義 

DX推進統括部企画部長（製造技術本部製造技

術統括部製造技術１部） 
 水谷  彰宏 

DX推進統括部製造DX推進部長（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） 

 齊藤  隆雄 

DX推進統括部ＩCTセンター長（情報システム部

長） 
 松山  洋文 

新事業企画部専門部長（NGK（蘇州）熱工技術

総経理） 
 漆崎  雅紀 

秘書室長（秘書室）  西    浩史 

人材統括部ダイバーシティ推進部長（セラミッ

クス事業本部営業統括部SCM1部専門部長） 
 中根   宏 

財務部長（資材部専門部長）  津久井英明 

法務部長（法務部専門部長）  松下  芳樹 

知的財産部長（知的財産部）  神谷  秀和 

資材部長代理（資材部）  大塚  愛子 

＜研究開発本部＞   

NCMプロジェクトリーダー代理（NCMプロジェク

ト） 
 新野真紀子 

ECDプロジェクトリーダー（FCプロジェクトリー

ダー） 
 大森   誠 

 
 
 



 

 
 
＜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

1部長） 
 赤尾  隆嘉 

製造技術統括部製造技術1部長（製造技術統

括部製造技術1部） 
 海老ヶ瀬隆 

製造技術統括部製造技術2部長（製造技術統

括部製造技術2部） 
 田島  裕一 

施設統括部生産システム部長（施設統括部生

産システム部） 
 川口  賢治 

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（施設統括部） 
 佐橋  直幸 

＜エネルギーインフラ事業本部＞   

企画部長代理（企画部）  松井  美和 

品質保証部長（NGKロック取締役副社長）  中地  敏之 

品質保証部専門部長（品質保証部長）  磯村  直樹 

ガイシ事業部営業部東日本営業室長（ガイシ

事業部営業部） 
 矢田  邦明 

ガイシ事業部営業部中日本営業室長（ガイシ

事業部営業部） 
 脇本  信之 

ガイシ事業部営業部西日本営業室長（ガイシ

事業部営業部） 
 加藤  憲男 

ガイシ事業部営業部海外営業室長（ガイシ事

業部営業部） 
 榎本  裕彰 

ガイシ事業部製造部長（ガイシ事業部製造部

小牧工場長） 
 田島  智広 

ガイシ事業部製造部知多工場長（ガイシ事業

部製造部知多工場） 
 羽田野仁志 

ガイシ事業部製造部小牧工場長（ガイシ事業

部製造部小牧工場） 
 市川  義久 

エナジーストレージ事業部長代理（プロセステ

クノロジー事業本部HPC事業部管理部長） 
 庄村  光広 

エナジーストレージ事業部プロジェクト管理部

専門部長（セラミックス事業本部製造統括部製

造管理部長） 

 岡田  浩一 

エナジーストレージ事業部営業部専門部長（エ

ナジーストレージ事業部専門部長） 
 玉越  富夫 

エナジーストレージ事業部NAS開発部長（エナ

ジーストレージ事業部NAS開発部） 
 福原  基広 

エナジーストレージ事業部NAS開発部専門部

長（エナジーストレージ事業部NAS開発部長） 
 古田  一人 

 
 
 



 

 

＜セラミックス事業本部＞   

専門部長 兼 新事業企画部専門部長（センサ

事業部開発部長） 
 中垣  邦彦 

品質統括部長（センサ事業部長代理 兼 同事

業部設計部長） 
 高橋  章 

品質統括部専門部長（品質統括部センサ品質

保証部長） 
 菊地  徹 

品質統括部AC品質保証部長（品質統括部AC

品質保証部） 
 内田  靖司 

品質統括部センサ品質保証部長（品質統括部

センサ品質保証部） 
 川合  高広 

営業統括部営業部長代理（営業統括部営業部）  奥崎  一樹 

営業統括部SCM1部長（営業統括部戦略部長）  嵯峨  裕樹 

技術統括部EHCプロジェクトリーダー（技術統

括部開発部） 
 笠井 義幸 

製造統括部長（製造統括部AC工場長）  柴田  稔 

製造統括部専門部長（NGKセラミックスUSA取

締役社長） 
 伊藤  公一 

製造統括部材料技術部長（NGKセラミックス

ヨーロッパ出向） 
 末信  宏之 

製造統括部製造管理部長（製造統括部AC工場）  滝   純也 

製造統括部製造管理部専門部長（NGKセラミッ

クスサウスアフリカ取締役社長） 
 酒井  修 

製造統括部AC工場長（NGK（蘇州）環保陶瓷副

総経理） 
 浅井  裕次 

センサ事業部長代理 兼 同事業部生産技術2

部長（センサ事業部生産技術部長） 
 藤田  浩基 

センサ事業部開発部長（センサ事業部開発部）  中曽根 修 

センサ事業部設計部長（センサ事業部設計部）  真藤  博之 

センサ事業部生産技術1部長（センサ事業部生

産技術部長代理） 
 久野  俊明 

センサ事業部生産技術2部長代理（センサ事業

部生産技術部） 
 小澤  修一 

＜エレクトロニクス事業本部＞   

安全品質環境部長（品質保証部）  岩崎  康範 

金属事業部長代理 金属事業部生産技術部長 夏目  欣秀 

金属事業部製造部長（NGKメタルズ取締役）  福本  浩司 

電子部品事業部開発部長（電子部品事業部開

発部長代理） 
 田邊  大始 

電子部品事業部複合基板部長（電子部品事業

部NPプロジェクトリーダー代理） 
 植谷  政之 

電子営業部専門部長（NGKエレクトロデバイス

出向） 
 倉田健一郎 

 



 

 
＜プロセステクノロジー事業本部＞   

HPC事業部管理部長（HPC事業部生産管理部

長） 
 冨山  裕 

産業プロセス事業部技術1部長（産業プロセス

事業部技術部） 
 福田  浩太 

産業プロセス事業部技術2部長（産業プロセス

事業部技術部長 兼 同事業部機材部長） 
 大畑  仁志 

 
  
  
４．グループ会社役員人事 
 

新職（旧職） 氏名 

＜国内＞  

NGKセラミックデバイス代表取締役社長（NGKセラミックデバイス取締役副社長） 古田  博文 

NGKセラミックデバイス取締役副社長（NGKセラミックデバイス取締役） 樋口  憲二 

NGKケミテック代表取締役社長（NGKケミテック副社長） 山田  茂裕 

NGKアドレック代表取締役社長（NGKケミテック代表取締役社長） 香川  雅俊 

＜海外＞  

NGK(中国)投資副総経理（NGK(中国)投資） 安野  雄貴 

NGKロック取締役社長（エネルギーインフラ事業本部ガイシ事業部長代理 兼 同事

業本部ガイシ事業部製造部長） 
藤原  聖 

NGKロック取締役副社長（エネルギーインフラ事業本部ガイシ事業部営業部長代

理） 
遠山  繁 

NGKロック取締役副社長（エネルギーインフラ事業本部ガイシ事業部製造部） 春日部善孝 

NGKヨーロッパ（ドイツ）取締役社長（セラミックス事業本部営業統括部長代理） 武田 龍悟 

NGKセラミックスポーランド取締役会長（NGKセラミックスポーランド取締役社長） 土方  泰和 

NGKセラミックスポーランド取締役社長（NGKセラミックスポーランド取締役） 石居  武之 

NGKセラミックスサウスアフリカ取締役社長（セラミックス事業本部企画部） 五味沢裕行 

NGKセラミックスUSA取締役社長（セラミックス事業本部製造統括部長代理 兼 同

事業本部製造統括部材料技術部長） 
熊澤  和彦 

NGKベリルコUK取締役社長（NGKベリルコUK） 
ジャスティン 

・ドット 

NGK(蘇州)熱工技術総経理（NGK（蘇州）熱工技術副総経理） 永井  良平 

 

 

 

 

 


