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川崎重工は、2022年４月１日付で組織改正、役員の異動、業務執行体制の改正および人事異動を行います。 

 
1．組織改正 
［主な狙い］ 

 2022年４月１日付で、法務統轄機能の独立・強化、グループビジョン2030の実現とサステナビリティ
推進体制の一体化、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進と情報セキュリティの強化を図るべ
く、次のとおり本社体制を再編します。 

 
（1）グループ全体の法務機能、企業防衛機能の独立・強化を図るとともに、グループビジョン2030の実現

とサステナビリティ推進体制を企画本部において一本化し、社会および当社グループのサステナビリテ
ィ実現に向けた企画立案機能を強化する。 

（2）成長シナリオ実現に向け、当社グループのＤＸ活動を統括する組織を新設し、社会課題の解決とマーケ
ットインに必須な攻めと守りのデジタル戦略の企画・推進・運用を担うことで、全社ＩＴ戦略・ＤＸ推
進・サイバーセキュリティ機能の統合・強化を図る。 

 
□本社 
  ・サステナビリティ推進本部法務・コンプライアンス総括部を本社直轄組織とする。 
 ・サステナビリティ推進本部の機能を企画本部、法務・コンプライアンス総括部に移管する。 
 ・ＤＸ戦略本部を新設する。 
 ・ＤＸ推進部を廃止し、その機能をＤＸ戦略本部に移管する。 
 ・サイバーセキュリティ総括部をＤＸ戦略本部に編入する。 
 ・本社は監査部、コーポレートコミュニケーション総括部、法務・コンプライアンス総括部、企画本部、 

管理本部、マーケティング本部、人事本部、総務本部、調達本部、技術開発本部、水素戦略本部、ＤＸ戦 
略本部、社長直轄プロジェクト本部をもって編成する。 

 
 《コーポレートコミュニケーション総括部》 
  ・ＳＲ部を新設する。 
  ・コーポレートコミュニケーション総括部はＰＲ部、ＩＲ部、ＳＲ部をもって編成する。 
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 《企画本部》 
  ・サステナビリティ推進本部より企画部を編入し、サステナビリティ推進部に改称する。 
  ・企画本部は経営企画部、サステナビリティ推進部、リスクマネジメント部、事業改革推進部、イノベーシ

ョン部をもって編成する。 
 
 《人事本部》 
  ・K-Win推進部を廃止し、その機能を人事企画部に移管する。 
  ・人事労政部を新設する。 
  ・人事部、労政部を廃止し、その機能を人事企画部、人財開発部、人事労政部に移管する。 
  ・人事本部は人事企画部、人財開発部、人事労政部、安全保健部をもって編成する。 
 
 《技術開発本部》 
  ・ＩＴ戦略・企画推進センターを廃止し、その機能をＤＸ戦略本部に移管する。 
  ・技術企画推進センター知的財産部を技術開発本部直轄組織とする。 
  ・業務部を人事総務部に改称する。 
  ・技術開発本部は技術企画推進センター、技術研究所、システム技術開発センター、ものづくり推進センタ

ー、知的財産部、人事総務部、ＴＱＭ推進部をもって編成する。 
 
  〔技術企画推進センター〕 
   ・ソリューション技術戦略室をソリューション企画部に改称する。 
   ・技術企画推進センターは技術企画部、技術管理部、研究企画部、システム開発企画部、ソリューション

企画部をもって編成する。 
  
  〔技術研究所〕 
   ・水素基盤技術推進室を新設する。 
   ・熱システム研究部をエネルギーシステム研究部に改称する。 
   ・技術研究所は水素基盤技術推進室、強度研究部、材料研究部、機械システム研究部、エネルギーシステ

ム研究部、環境システム研究部をもって編成する。 
 
 《ＤＸ戦略本部》 
  ・デジタル企画管理部、プロジェクト推進部、デジタル戦略総括部、ビジネスオペレーション総括部を新設

する。 
  ・ＤＸ戦略本部はデジタル企画管理部、プロジェクト推進部、デジタル戦略総括部、ビジネスオペレーショ

ン総括部、サイバーセキュリティ総括部をもって編成する。 
 
  〔デジタル戦略総括部〕 
   ・デジタルアーキテクチャー企画部、デジタルイノベーション部を新設する。 
   ・デジタル戦略総括部はデジタルアーキテクチャー企画部、デジタルイノベーション部をもって編成する。 
 
  〔ビジネスオペレーション総括部〕 
   ・ロボットＤＸ推進部を新設する。 
   ・ビジネスオペレーション総括部はロボットＤＸ推進部をもって編成する。 
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□航空宇宙システムカンパニー 
  ・水素航空機コア技術研究プロジェクト室を新設し、航空宇宙システムカンパニー直轄組織とする。 
  ・航空宇宙システムカンパニーはコンプライアンス部、水素航空機コア技術研究プロジェクト室、企画本

部、営業本部、航空宇宙ディビジョン、航空エンジンディビジョンをもって編成する。 
 
 《企画本部》 
  ・エンジン管理部を新設する。 
 ・企画本部は人事総務部、明石総務勤労部、企画部、事業開発部、管理部、エンジン管理部、情報システム

部をもって編成する。 
 
 《航空宇宙ディビジョン》 
  〔生産総括部〕 
   ・生産調査部を新設する。 
   ・生産総括部は生産企画部、生産管理部、生産調査部、外注管理部、部品生産技術部、第一生産技術部、

第二生産技術部、民間航空機生産技術部、生産設備部、資材部、物流管理部、岐阜部品工作部、岐阜工
作部、名古屋工作部をもって編成する。 

 
□エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 
 《企画本部》 
  ・船舶海洋プロジェクト管理部を廃止し、その機能を船舶海洋管理部へ移管する。 
  ・船舶海洋人事総務部を廃止し、その機能を人事総務部へ移管する。 
 ・情報企画部を新設する。 
 ・企画本部は企画部、プラント管理部、エネルギー・舶用推進管理部、船舶海洋管理部、人事総務部、プラ

ントプロジェクト管理部、情報企画部をもって編成する。 
 
 《営業本部》 
 ・事業創造部を廃止する。 
 ・営業管理部、新事業企画室を新設する。 
  ・営業本部は営業管理部、新事業企画室、プラント海外営業部、プラント国内営業部、環境プラント営業部、

パワープラント営業部、国内常用発電営業部、非常用発電営業部、海外発電営業部、陸用機械営業部、艦
艇機器営業部、舶用機械営業部をもって編成する。 

 
 《調達本部》 
  ・商船調達部を新設する。 
  ・船舶海洋ディビジョン調達総括部より艦艇調達部を編入する。 
  ・調達本部はプラント調達部、エネルギー・舶用推進調達部、商船調達部、艦艇調達部をもって編成する。 
 
 《品質保証本部》 
  ・商船品質保証部を新設する。 
 ・品質保証本部はプラント品質保証部、エネルギー・舶用推進品質保証部、商船品質保証部をもって編成す

る。 
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《エネルギーディビジョン》 
  ・水素発電プロジェクト開発室、レシプロエンジン技術部を新設する。 
  ・エネルギーディビジョンはエネルギーシステム総括部、パワープラント総括部、水素発電プロジェクト開

発室、レシプロエンジン技術部をもって編成する。 
 
  〔エネルギーシステム総括部〕 
   ・製品管理推進室、発電４サイクル技術部を廃止する。 
   ・エネルギーシステム総括部は業務部、ガスタービン開発部、ガスタービン技術部、空力機械部、パッケ

ージ技術部、カスタマーサポート部、発電プロジェクト部をもって編成する。 
 
 《船舶海洋ディビジョン》 
  ・事業基盤総括部を廃止し、その機能を企画本部、品質保証本部に移管する。 
  ・事業基盤総括部コストエンジニアリング部、中国事業推進部を船舶海洋ディビジョン直轄組織とする。 
  ・調達総括部を廃止し、その機能を調達本部に移管する。 
  ・船舶海洋ディビジョンはコストエンジニアリング部、中国事業推進部、営業総括部、技術総括部、神戸造

船工場、坂出造船工場をもって編成する。 
 
  〔坂出造船工場〕 
   ・品質保証部を廃止し、その機能を品質保証本部に移管する。 
   ・坂出造船工場は総務部、プロセスイノベーション部、工作部をもって編成する。 
 
□精密機械・ロボットカンパニー 
 《精密機械ディビジョン》 
  ・コストダウン推進部を新設する。 
  ・精密機械ディビジョンはコストダウン推進部、原価企画部、情報システム部、営業総括部、技術総括部、 
  ＩＣＴ開発総括部、生産総括部、品質保証総括部をもって編成する。 
 
  〔技術総括部〕 
   ・コンポーネント開発部、水素システム開発部、コンポーネント設計部を新設する。 
   ・拡販技術部、機器第一技術部、機器第二技術部を廃止する。 
   ・技術総括部は技術企画部、コンポーネント開発部、水素システム開発部、コンポーネント設計部、産業

機器技術部、システム技術部をもって編成する。 
 
 《ロボットディビジョン》 
  ・人財戦略室を新設し、ロボットディビジョン直轄組織とする。 
  ・ロボットディビジョンは営業総括部、商品企画総括部、技術総括部、自動車総括部、クリーンロボット総

括部、産機ロボット総括部、医療ロボット総括部、生産総括部、品質保証総括部、人財戦略室、コストダ
ウン推進室、ＤＸ推進部、サービス部をもって編成する。 

 
  〔営業総括部〕 
   ・ＢＰＲ推進室を新設する。 
   ・営業企画部を廃止し、その機能をグローバル戦略部に移管する。 
   ・営業総括部はＢＰＲ推進室、グローバル戦略部、グローバル業務部をもって編成する。 
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  〔商品企画総括部〕 
   ・販売戦略部を新設する。 
   ・商品企画総括部は商品企画部、販売戦略部、先進技術部をもって編成する。 
 
  〔技術総括部〕 
   ・モーションコントロール部を新設する。 
   ・技術総括部は技術管理部、開発部、モーションコントロール部、技術部をもって編成する。 
 
  〔生産総括部〕 
   ・明石生産部、西神戸生産部を新設する。 
   ・生産技術部、製造部を廃止し、その機能を明石生産部、西神戸生産部に移管する。 
   ・生産総括部は生産管理部、調達部、明石生産部、西神戸生産部をもって編成する。 
 
２．役員の異動および業務執行体制の改正 
（１）執行役員の異動 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

山本 克也 副社長執行役員 
社長補佐、財務・人事・法務・コンプラ
イアンス・コーポレートコミュニケーシ
ョン担当、人事本部長 

副社長執行役員 
社長補佐、財務・人事全般統括、サステ
ナビリティ推進担当、ＩＲ・コーポレー
トコミュニケーション担当、人事本部長 

中谷 浩 副社長執行役員 
社長補佐、技術・生産・調達・ＴＱＭ・
総務・ＤＸ戦略担当、全社北米事業タス
クフォース担当、技術開発本部長 

常務執行役員 
経営企画担当、デジタルトランスフォー
メーション担当、サイバーセキュリティ
担当、技術開発本部長 

下川 広佳 専務執行役員 
航空宇宙システムカンパニープレジデ
ント、川崎車両（株）担当 

専務執行役員 
航空宇宙システムカンパニープレジデ
ント  
兼 航空エンジンディビジョン長、川崎
車両（株）担当 

今村 圭吾 常務執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニーバイスプレジデント 
兼 船舶海洋ディビジョン長 

執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
企画本部長 

加藤 信久 執行役員 
社長特命事項担当 

執行役員 
管理本部長 

越山 雄 執行役員 
航空宇宙システムカンパニー付（エンジ
ン事業担当） 

執行役員 
航空宇宙システムカンパニー  
航空エンジンディビジョン副ディビジ
ョン長 
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村上 直樹 執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニーバイスプレジデント 

執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
エネルギーディビジョン長 

柿原 アツ子 執行役員 
マーケティング本部長 

執行役員 
サステナビリティ推進本部長 

三島 悦朗 執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空エンジンディビジョン長 
兼 民間エンジンプロジェクト総括部長 

執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空エンジンディビジョン副ディビジ
ョン長 
兼 民間エンジンプロジェクト総括部長 

須藤 政隆 執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン副ディビジョン
長（民需担当） 

執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン 
民間航空機プロジェクト総括部長 

 
（２）執行役員の新任および新たな担当業務 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

秋田 泰男 執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
企画本部長 

准執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
企画本部副本部長 

杉谷 尚志 執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン副ディビジョン
長（防需担当） 

准執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部長 

占部 博信 執行役員 
ＤＸ戦略本部長 

准執行役員 
技術開発本部  
技術企画推進センター長 
兼 ＩＴ戦略・企画推進センター長 
兼 ＤＸ推進部長  
兼 サイバーセキュリティ総括部長 

今井 一朗 執行役員 
管理本部長 

理事 
管理本部副本部長 
兼 経営管理部長 
兼 企画本部付 

川﨑 卓巳 執行役員 
技術開発本部副本部長 
兼 技術研究所長 

准執行役員 
技術開発本部 
技術研究所長 
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鳥居 敬 執行役員 
コーポレートコミュニケーション総括部長 
兼 ＳＲ部長 

理事 
コーポレートコミュニケーション総括部長 

加賀谷 博昭 執行役員 
技術開発本部副本部長 
兼 システム技術開発センター長 
兼 技術企画推進センター長 

理事 
技術開発本部  
技術企画推進センター副センター長 
兼 技術企画部長 
兼 企画本部経営企画部付 

 
（3）エグゼクティブフェローの新任および新たな担当業務 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

五井 龍彦 エグゼクティブフェロー 
航空宇宙システムカンパニー付 （ギア
システム技術担当） 

フェロー 
航空宇宙システムカンパニー付 （ギア
システム技術担当） 

湯浅 鉄二 エグゼクティブフェロー 
エネルギーソリューション&マリンカン
パニー 
船舶海洋ディビジョン付（潜水艦・AUV
関連技術担当） 

フェロー 
エネルギーソリューション&マリンカン
パニー 
船舶海洋ディビジョン付（潜水艦・AUV
関連技術担当） 

酒井 昭仁 エグゼクティブフェロー 
航空宇宙システムカンパニー付（複合材
技術担当） 

フェロー 
航空宇宙システムカンパニー付（複合材
技術担当） 

木下 康裕  エグゼクティブフェロー 
航空宇宙システムカンパニー付（水素航
空機担当） 

フェロー 
航空宇宙システムカンパニー付（水素航
空機担当） 

才木 昭義 エグゼクティブフェロー 
技術開発本部付（ソフトウェア技術担
当） 

執行役員 
技術開発本部副本部長 
兼 システム技術開発センター長 
兼 （株）メディカロイド 出向 

 
（4）執行役員の退任（2022年3月31日付） 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

並木 祐之 取締役 代表取締役副社長執行役員 
社長補佐、技術・生産・調達全般統括、
ＴＱＭ担当、総務担当、全社北米事業タ
スクフォース担当 
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河野 一郎 顧問 常務執行役員 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニーバイスプレジデント 
兼 船舶海洋ディビジョン長 

塩田 誠 嘱託 執行役員 
マーケティング本部長 

小林 修 嘱託 執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン副ディビジョン
長 

 
（5)フェローの退任（2022年3月31日付） 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

藤垣 勉 嘱託 フェロー 
航空宇宙システムカンパニー付（ヘリ 
コプタ担当） 

 
３．人事異動 
□本社 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

岡田 真 理事 
監査部副部長 

理事 
川崎車両（株） 
企画本部長 
兼 川崎重工業（株）企画本部経営企画
部付 

大森 恵子 理事 
企画本部 
サステナビリティ推進部長 

理事 
サステナビリティ推進本部 
企画部長 
兼 環境企画課長 

山本 英史 管理本部 
経営管理部長 

管理本部 
財務部長 

原田 寛文 管理本部 
財務部長 

管理本部 
財務部副部長 
兼 財務管理課長 

星野 達生 理事 
管理本部 
経理企画推進部長 

理事 
管理本部 
経理部長 
兼 経理企画推進部長 
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西崎 知彦 管理本部 
経理部長 

管理本部 
経営管理部副部長 
兼 事業管理課長 

小西 昇 マーケティング本部 
中部支社長 
兼 水素戦略本部プロジェクト総括部営
業部 基幹職 

マーケティング本部 
中部支社長  
兼 中国支社長 
兼 水素戦略本部プロジェクト総括部営
業部 基幹職 

碓永 純也 マーケティング本部 
中国支社長 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー営業本部環境プラント営業
部 基幹職 

エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
営業本部 
環境プラント営業部長 

合六 修 理事 
人事本部副本部長 
 

理事 
人事本部副本部長（K-Win 推進、人
事、人財開発担当） 

大田 昌弘 人事本部  
人事企画部長 
兼 企画本部経営企画部 基幹職 

人事本部  
人事企画部 基幹職 
兼 企画本部経営企画部 基幹職 

北林 孝顕 人事本部 
人財開発部長 

人事本部 
人財開発部長 
兼 K-Win推進部長 
兼 人事企画部 基幹職 

市成 浩志 人事本部 
人事労政部長 

人事本部 
人事部長 

石田 治夫 上席理事 
調達本部長 

准執行役員 
調達本部長 

清水 力 技術開発本部 
技術企画推進センター副センター長 
兼 技術管理部長 

技術開発本部 
技術企画推進センター 
技術管理部長 

野村 陵 技術開発本部 
技術企画推進センター 
技術企画部長 
兼 企画本部経営企画部 基幹職 

技術開発本部 
技術企画推進センター  
技術企画部技術企画課長 

和田 寿夫 技術開発本部 
技術企画推進センター 
ソリューション企画部長 

技術開発本部 
技術企画推進センター 
ソリューション技術戦略室長 
兼 技術企画部副部長 
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福岡 誠 技術開発本部 
知的財産部長 

技術開発本部 
技術企画推進センター 
知的財産部長 

山田 崇司 技術開発本部 
人事総務部長 
兼 人事本部人事企画部 基幹職 
兼 法務・コンプライアンス総括部コン
プライアンス部 基幹職 

技術開発本部 
業務部長 
兼 人事本部人事企画部 基幹職 
兼 サステナビリティ推進本部法務・コ
ンプライアンス総括部コンプライアン
ス部 基幹職 

東 誠 技術開発本部 
技術研究所 
水素基盤技術推進室長 

技術開発本部 
技術研究所 
材料研究部研究二課長 
兼 水素戦略本部技術総括部開発部 基
幹職 

田中 一雄 技術開発本部 
技術研究所 
エネルギーシステム研究部長 

技術開発本部 
技術研究所 
熱システム研究部副部長 
兼 研究三課長 

三津江 雅幸 技術開発本部 
システム技術開発センター 
ＩＣＴシステム開発部長 
兼 川崎車両（株）出向 

技術開発本部 
システム技術開発センター 
ＩＣＴシステム開発部副部長 
兼 第一課長 
兼 川崎車両（株）出向 
 

奥山 裕一 ＤＸ戦略本部 
デジタル企画管理部長 

技術開発本部 
ＩＴ戦略・企画推進センター 
ＩＴ企画管理部長 

堀 孝広 ＤＸ戦略本部 
プロジェクト推進部長 

ＤＸ推進部副部長 
兼 ベニックソリューション（株）出向 

渡部 泰行 ＤＸ戦略本部 
デジタル戦略総括部長 
兼 デジタルアーキテクチャー企画部長 

技術開発本部 
ＩＴ戦略・企画推進センター 
ＩＴアーキテクチャー企画部長 
兼 ベニックソリューション（株）出向 

宮内 和博 ＤＸ戦略本部 
デジタル戦略総括部 
デジタルイノベーション部長 

技術開発本部 
ＩＴ戦略・企画推進センター 
デジタルイノベーション部長 
兼 ＤＸ推進部 基幹職 
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安井 孝夫 ＤＸ戦略本部  
ビジネスオペレーション総括部長 
兼 ロボットＤＸ推進部長 
兼 精密機械・ロボットカンパニーロ
ボットディビジョンＤＸ推進部長 

精密機械・ロボットカンパニー 
ロボットディビジョン 
ＤＸ推進部長 
兼 技術開発本部ＩＴ戦略・企画推進セ
ンター副センター長 
兼 ＤＸ推進部 基幹職 

榎本 雅幸 ＤＸ戦略本部 
サイバーセキュリティ総括部長 

技術開発本部 
ＩＴ戦略・企画推進センター副センタ
ー長 
兼 ＤＸ推進部 基幹職 
兼 サイバーセキュリティ総括部副総括
部長 
兼 サイバーセキュリティ戦略部長 

武田 まさる ＤＸ戦略本部 
サイバーセキュリティ総括部 
サイバーセキュリティ戦略部長 

サイバーセキュリティ総括部  
サイバーセキュリティ戦略部副部長 

齊當 善人 ＤＸ戦略本部 
サイバーセキュリティ総括部 
サイバーセキュリティ推進部長 

サイバーセキュリティ総括部 
サイバーセキュリティ推進部長 
兼 技術開発本部ＩＴ戦略・企画推進
センターＩＴアーキテクチャー企画部
ＩＴインフラ課長 

山本 晃一 ＤＸ戦略本部 
サイバーセキュリティ総括部 
サイバーディフェンスセンター長 

サイバーセキュリティ総括部 
サイバーディフェンスセンター長 
兼 ベニックソリューション（株）出
向 

 
□ 航空宇宙システムカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

山田 真裕 コンプライアンス部長 
兼 法務・コンプライアンス総括部コン
プライアンス部 基幹職 

航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 
防衛航空機設計部副部長（試作・改修
担当） 

餝 雅英 理事 
水素航空機コア技術研究プロジェクト
室長 

理事 
航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部副総括部長（技術
開発担当） 

岸 泰宏 理事 
企画本部長 

理事 
企画本部副本部長（エンジン事業担当） 
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尾﨑 学 理事 
企画本部副本部長（制度改革推進担
当） 

理事 
本社人事本部副本部長（安全保健担
当） 
兼 人事企画部長  
兼 労政部長 

藤田 尚弘 理事 
企画本部副本部長（エンジン事業担
当） 

理事 
企画本部副本部長（管理担当） 
兼 管理部長 

田中 新次 企画本部副本部長（人事総務担当） 
兼 人事総務部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

企画本部  
人事総務部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

山口 慶生 企画本部  
事業開発部長 

航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
装備システム技術部副部長 

真田 耕併 企画本部 
管理部長 

企画本部  
管理部副部長（航空宇宙事業担当） 
兼 経理課長 

八木 浩之 企画本部  
エンジン管理部長 

航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間エンジン業務部長 

坂口 実 企画本部  
情報システム部長 

企画本部 
情報システム部副部長（インフラ統合
担当） 
兼 ＩＴ運用課長 

森 直樹 
 

理事 
営業本部副本部長（航空宇宙事業担
当） 

理事 
営業本部副本部長（航空宇宙事業担当） 
兼 営業管理部長 

北川 徹  営業本部 
営業管理部長 

営業本部 
営業管理部副部長 

池田 尚生 営業本部  
民間固定翼機営業部長 

営業本部 
民間固定翼機営業部副部長 

児玉 直樹 上席理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部長 

准執行役員 
航空宇宙システムカンパニー付（大型
機装備移転プロジェクト担当） 
兼 航空宇宙ディビジョン技術総括部長 

瀧川 哲 理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部
長（管理・装備移転・業務担当） 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部長 
（装備移転・業務担当） 
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山田 京太郎 理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部
長（誘導機器・高出力レーザー担当） 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部長
（誘導機器担当） 

西本 英亮 理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部
長（将来事業・宇宙事業担当） 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 特別主席
（宇宙事業プロジェクト担当） 
兼 宇宙システム設計部長 
兼 防衛システム設計部副部長（試作担
当） 

坂井 強 理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 特別主席
（P-1･C-2プロジェクト担当） 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 特別主席
（P-1･C-2･派生型機技術担当） 
兼 防衛航空機設計部長 

藤田 悦郎 航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 
防衛航空機設計部長 

航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 
防衛航空機設計部副部長（ミッション
システム担当） 

米田 治史 航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 
宇宙システム設計部長 

航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部 
宇宙システム設計部副部長（防衛宇宙
担当） 

内藤 弘道 
 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
民間航空機プロジェクト総括部長 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
民間航空機プロジェクト総括部副総括
部長（プロジェクト推進担当） 

川口 仁 航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部副総括
部長 
兼 将来ヘリコプタプロジェクト計画部
長 

航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
将来ヘリコプタプロジェクト計画部長 

小関 隆弘 航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
特別主席（BK117プロジェクト担当） 

航空宇宙ディビジョン 生産総括部 
部品生産技術部長 
兼 部品生産技術計画課長 
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猪本 真 航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタ業務部長 

航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタ業務部副部長（防需ヘリコ
プタ担当） 

阿部 彰人 航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタサポート部長 

航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタ設計部長 

櫻田 武士 航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタ設計部長 

航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタサポート部長 

古岡 一宏 理事 
航空宇宙ディビジョン  
技術総括部長 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
防衛宇宙プロジェクト総括部副総括部
長（管理・航空機担当） 

稲垣 隆司 理事 
航空宇宙ディビジョン  
技術総括部副総括部長  
兼 装備システム技術部長 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
技術総括部 
装備システム技術部長 

竹下 康夫 航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
技術戦略部長 

航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
機器システム技術部長 

若山 智三 航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
技術開発部副部長 
兼 航空宇宙システムカンパニー水素航
空機コア技術研究プロジェクト室副室
長 

航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
技術開発部副部長 

高野 幹也 航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
機器システム技術部長 

航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
機器システム技術部副部長 
兼 搭載システム技術課長 

丹羽 正章 理事 
航空宇宙ディビジョン 
生産総括部副総括部長（名古屋工場担当） 
兼 名古屋工作部長 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
生産総括部副総括部長（名古屋工場担当） 
兼 民間航空機プロジェクト総括部副総
括部長（名古屋工場担当） 
兼 生産総括部名古屋工作部長 
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松田 光司 理事 
航空宇宙ディビジョン  
生産総括部副総括部長（生産管理・物
流管理・外注管理担当） 
兼 生産管理部長 

理事 
航空宇宙ディビジョン 
生産総括部副総括部長（岐阜工場担当） 
兼 生産管理部長 

田村 純一 航空宇宙ディビジョン  
生産総括部副総括部長（生産企画・生
産技術担当） 
兼 生産企画部長 

航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
生産企画部長 

奥 康生 航空宇宙ディビジョン  
生産総括部副総括部長（生産調査・生
産設備担当） 
兼 生産調査部長 

航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
岐阜部品工作部長 

伊藤 俊彦 航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
部品生産技術部長 

航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
生産企画部副部長（生産技術担当） 

手塚 信明 航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
岐阜部品工作部長  
兼 部品一課長 

航空宇宙ディビジョン  
生産総括部 
岐阜部品工作部副部長 
兼 部品一課長 

金井 憲昭 上席理事 
航空エンジンディビジョン副ディビジ
ョン長 
兼 エンジン技術総括部長 

准執行役員 
航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部長 

松広 純二 上席理事 
航空エンジンディビジョン 
防衛エンジンプロジェクト総括部長 

准執行役員 
航空エンジンディビジョン 
防衛エンジンプロジェクト総括部長 

坂野 孝彦 理事 
航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部副総
括部長（ギアシステム全般・プロジェ
クト管理機能強化担当） 
兼 駆動システム技術部長 

理事 
航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部副総
括部長 
兼 駆動システム技術部長 

高木 郁男 航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部副総
括部長（民間エンジン技術担当） 

航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間大型エンジン技術部長 



16 
 

横田 宣彦 航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間エンジン業務部長 

航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間エンジン業務部副部長 
兼 民間エンジン業務二課長 

安東 孝浩 航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間大型エンジン技術部長 

航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間大型エンジン技術部副部長 
兼 エンジンＱＭ総括部 
エンジン品質保証部副部長（品質改善
担当） 

廣田 庄司 航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間中小型エンジン技術部長 
兼 エンジンＱＭ総括部 特別主席（品
質改善担当） 

航空エンジンディビジョン 
民間エンジンプロジェクト総括部 
民間中小型エンジン技術部長 

東海林 千春 理事 
航空エンジンディビジョン 
エンジンＱＭ総括部長 
兼 川崎車両（株）出向 

理事 
航空エンジンディビジョン 
エンジンＱＭ総括部長 
兼 本社技術開発本部ＴＱＭ推進部長 

後藤 淳 
 

理事 
航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部副総括部長 

理事 
航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部副総括部長（技術
企画・材料技術担当） 
兼 エンジン材料技術部長 

中山 良博 航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部 
エンジン材料技術部長 

航空エンジンディビジョン 
エンジン技術総括部 
エンジン材料技術部副部長 

 
□ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

長谷川 徹 安全衛生統括室長 
兼 企画本部人事総務部基幹職 

企画本部 
人事総務部長 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー安全衛生統括室長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

桑田 俊夫 理事 
企画本部副本部長 

理事 
企画本部 
船舶海洋プロジェクト管理部長 
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実松 俊博 企画本部  
企画部長 

企画本部  
エネルギー・舶用推進管理部長 
兼 企画部副部長 
兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

北村 公久 企画本部  
エネルギー・舶用推進管理部長 
兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
業務部長 
兼 企画課長 

福島 憲二 企画本部  
船舶海洋管理部長 
兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 
兼 川重マリンエンジニアリング（株）
出向 

企画本部  
船舶海洋管理部神戸管理課長 
兼 川重マリンエンジニアリング（株）
出向 

北川 哲也 企画本部  
人事総務部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

企画本部  
人事総務部副部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

横井 克彦 企画本部  
人事総務部副部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

船舶海洋ディビジョン  
坂出造船工場 
総務部長 
兼 企画本部船舶海洋人事総務部坂出勤
労課長 

白井 正志 企画本部  
情報企画部長 
兼 本社ＤＸ戦略本部プロジェクト推進部 
基幹職 

企画本部  
エネルギー・舶用推進管理部副部長 
兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

吉村 敦夫 営業本部  
営業管理部長 

営業本部  
事業創造部副部長 
兼 営業管理課長 

田中 孝幸 営業本部  
新事業企画室長 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー水素事業推進室 基幹職 
兼 エネルギーディビジョン水素発電プ
ロジェクト開発室 基幹職 

営業本部  
事業創造部長 
兼 事業企画課長 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー水素事業推進室 基幹職 

壷田 智明 営業本部  
環境プラント営業部長 

営業本部  
環境プラント営業部東部営業課長 

田中 博司 営業本部  
パワープラント営業部長 

営業本部  
パワープラント営業部副部長 
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林 隆志 営業本部  
海外発電営業部長 

営業本部  
パワープラント営業部長 

吉田 潤司 営業本部  
陸用機械営業部長 

エネルギーディビジョン  
エネルギーシステム総括部  
空力機械部圧縮機設計課長 
兼 業務部企画課 基幹職 

三木 雅行 営業本部  
艦艇機器営業部長 
兼 営業二課長 

営業本部  
陸用機械営業部長 

橋本 博美 営業本部  
舶用機械営業部長 

Kawasaki Heavy Industries(H.K.) Ltd 
出向 

鹿野 健司 調達本部副本部長 船舶海洋ディビジョン  
調達総括部長 

海府 雅人 調達本部 
商船調達部長 
兼 船舶海洋ディビジョン技術総括部 
基幹職（購入品ＶＥ担当） 

船舶海洋ディビジョン  
調達総括部 
坂出調達部長 

亀井 聖三 調達本部 
商船調達部副部長 

船舶海洋ディビジョン 
調達総括部 
総合調達部長 
兼 企画・調達課長 
兼 技術総括部 基幹職（購入品ＶＥ担
当） 

杉本 高久 調達本部 
艦艇調達部長 

船舶海洋ディビジョン  
調達総括部 
艦艇調達部長 

八尾 康正 理事 
品質保証本部副本部長 
兼 船舶海洋ディビジョン付（コストエ
ンジニアリング・中国事業担当） 

理事 
船舶海洋ディビジョン  
事業基盤総括部長 
兼 ＴＱＭ推進部長 
兼 中国事業推進部長 

岡田 義浩 品質保証本部  
商船品質保証部長 

船舶海洋ディビジョン  
坂出造船工場 
品質保証部長 
兼 品質環境管理課長 

刀谷 嘉紀 プロジェクト本部  
工務部長 

プロジェクト本部  
配管技術部長 

金岡 秀幸 プロジェクト本部  
工務部 基幹職 

プロジェクト本部  
工務部長 
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山本 富士夫 プロジェクト本部  
電気制御総括部長 

プロジェクト本部  
電気制御総括部長 
兼 エネルギー電気制御部長 

藤岡 良磨 プロジェクト本部  
電気制御総括部  
エネルギー電気制御部長 

プロジェクト本部  
電気制御総括部  
エネルギー電気制御部副部長 

黒田 浩史 プロジェクト本部  
配管技術部長 

プロジェクト本部 
配管技術部配管二課長 

杉本 智彦 理事 
エネルギーディビジョン長 

理事 
エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部長 

石垣 淳 理事 
エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部長 

理事 
エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部副総括部長 
兼 プロジェクト本部副本部長 

大賀 信一 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 基幹職 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部  
パッケージ技術部長 

内田 典利 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
業務部長 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
カスタマーサポート部長 

田中 良造 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
ガスタービン開発部長 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
ガスタービン開発部副部長 

中谷 純也 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
パッケージ技術部長 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
パッケージ技術部常用設計課長 

近藤 幹紀 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
カスタマーサポート部長 

（株）カワサキマシンシステムズ 出向 
兼 エネルギーソリューション・マリン
カンパニーエネルギーディビジョンエ
ネルギーシステム総括部カスタマーサ
ポート部 基幹職 

徳永 茂博 エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
発電プロジェクト部長 
兼 プロジェクト本部副本部長 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
発電プロジェクト部長 
兼 業務部企画課 基幹職 
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辰巳 康治 理事 
エネルギーディビジョン 
水素発電プロジェクト開発室長 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー水素事業推進室付 

理事 
エネルギーディビジョン 特別主席（水
素燃焼技術開発担当） 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー水素事業推進室付 
兼 エネルギーディビジョン エネルギ
ーシステム総括部製品管理推進室長 

酒井 能成 エネルギーディビジョン 
レシプロエンジン技術部長 

エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
発電４サイクル技術部長 
兼 業務部業務二課 基幹職 

小瀧 貴志 プラントディビジョン  
産業機械総括部副総括部長 

プラントディビジョン  
産業機械総括部 
搬送プラント部長 

雄関 康隆 プラントディビジョン  
産業機械総括部 
搬送プラント部長 

プラントディビジョン  
産業機械総括部 
搬送プラント部副部長 

政本 憲一 理事 
舶用推進ディビジョン  
舶用推進システム総括部長 
兼 エネルギーディビジョン付（舶用レ
シプロエンジン担当） 

理事 
舶用推進ディビジョン 
舶用推進システム総括部長 

杉本 健 舶用推進ディビジョン  
舶用推進システム総括部 基幹職 

営業本部  
艦艇機器営業部長 
兼 営業二課長 

徳田 剛一 上席理事 
船舶海洋ディビジョン副ディビジョン
長（艦艇・特殊船担当） 
兼 神戸造船工場長 

准執行役員 
船舶海洋ディビジョン副ディビジョン長
（艦艇・特殊船担当） 
兼 神戸造船工場長 

田﨑 光春 理事 
船舶海洋ディビジョン 特別主席（事業
改革・水素プロジェクト管理担当） 

理事 
企画本部 
船舶海洋管理部長 
兼 企画部副部長 
兼 本社企画本部 経営企画部付 

木村 泰雄 船舶海洋ディビジョン付 船舶海洋ディビジョン  
坂出造船工場長 

黒木 博文 船舶海洋ディビジョン 
コストエンジニアリング部長 

船舶海洋ディビジョン 
事業基盤総括部 
コストエンジニアリング部長 
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豊嶋 雅徳 船舶海洋ディビジョン 
中国事業推進部長 

大連中遠海運川崎船舶工程有限公司 出
向 

齋藤 祥一 上席理事 
船舶海洋ディビジョン  
営業総括部長 

准執行役員 
船舶海洋ディビジョン  
営業総括部長 

森嶋 信行 船舶海洋ディビジョン  
営業総括部 
業務部長 

船舶海洋ディビジョン  
営業総括部 
艦艇営業部長 
兼 業務部長 

齊藤 享太朗 船舶海洋ディビジョン  
営業総括部 
艦艇営業部長 

船舶海洋ディビジョン  
営業総括部 
坂出営業部長 

吉川 智康 船舶海洋ディビジョン 
営業総括部 
坂出営業部長 

船舶海洋ディビジョン 
営業総括部 
営業第二部 基幹職 

関口 喜仁 理事 
船舶海洋ディビジョン  
神戸造船工場副工場長 

理事 
船舶海洋ディビジョン 
神戸造船工場 
工作部長 

垂澤 賢一 船舶海洋ディビジョン  
神戸造船工場 
品質保証部長 
兼 品質保証本部 基幹職 

船舶海洋ディビジョン  
神戸造船工場 
品質保証部 基幹職 （副運転総括担
当） 

有馬 唯文 船舶海洋ディビジョン  
神戸造船工場 
工作部長 

船舶海洋ディビジョン 
神戸造船工場 
品質保証部長 

荻野 剛正 理事 
船舶海洋ディビジョン  
坂出造船工場長 

理事 
船舶海洋ディビジョン 
坂出造船工場副工場長 
兼 工作部長 

西原 一秀 船舶海洋ディビジョン 
坂出造船工場 
総務部長 
兼 企画本部人事総務部坂出勤労課長 

企画本部 
船舶海洋人事総務部人事総務課長 
兼 神戸勤労課長 

松野 二郎 船舶海洋ディビジョン 
坂出造船工場 
プロセスイノベーション部 基幹職 

船舶海洋ディビジョン 
事業基盤総括部 
情報システム部長 
兼 坂出造船工場プロセスイノベーショ
ン部 基幹職 
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梅本 浩一朗 船舶海洋ディビジョン  
坂出造船工場 
工作部長 

船舶海洋ディビジョン 
坂出造船工場 
工作部副部長 
兼 生産管理課長 
兼 企画本部船舶海洋プロジェクト管理
部 基幹職 
兼 エネルギーソリューション＆マリン
カンパニー水素事業推進室 基幹職 

 
□ 精密機械・ロボットカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

足立 直樹 精密機械・ロボットカンパニー付（コ
ンプライアンス、イノベーション担
当） 

企画本部長 
兼 イノベーション戦略部長 

丸居 英夫 理事 
企画本部長  
兼 本社技術開発本部ＴＱＭ推進部長 

理事 
精密機械ディビジョン  
品質保証総括部長 
 

三井 広明 企画本部 
イノベーション戦略部長 
兼 精密機械ディビジョン技術総括部 
システム技術部副部長 

精密機械ディビジョン 
技術総括部 
システム技術部副部長 
兼 企画本部イノベーション戦略部 基
幹職 

大西 正貴 上席理事 
精密機械ディビジョン 
副ディビジョン長 
兼 品質保証総括部長 

准執行役員 
精密機械ディビジョン 
副ディビジョン長（技術担当） 
兼 技術総括部長 

堺 隆二 精密機械ディビジョン  
コストダウン推進部長 

精密機械ディビジョン  
技術総括部 
機器第一技術部長 

初田 稔 理事 
精密機械ディビジョン 
営業総括部長  
兼 海外営業部長 

理事 
Kawasaki Precision Machinery (UK) 
Ltd. 出向 

清瀬 弘晃 理事 
精密機械ディビジョン 
技術総括部長 

理事 
精密機械ディビジョン 
技術総括部副総括部長 
兼 システム技術部長 
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松尾 政浩 精密機械ディビジョン 
技術総括部 基幹職（バルブ設計担当） 

精密機械ディビジョン  
技術総括部 
機器第二技術部長 

松田 憲英 精密機械ディビジョン 
技術総括部 
技術企画部長 

精密機械ディビジョン 
技術総括部 
産業機器技術部長 
兼 技術二課長 

西田 信治 精密機械ディビジョン 
技術総括部 
コンポーネント開発部長 

精密機械ディビジョン 
技術総括部 
技術企画部長 

鈴木 豊 精密機械ディビジョン  
技術総括部 
水素システム開発部長 

精密機械ディビジョン 
技術総括部 
システム技術部新事業課長 

兼清 規彰 精密機械ディビジョン 
技術総括部 
コンポーネント設計部長 

Kawasaki Precision Machinery 
(U.S.A.), Inc. 出向 

松田 幹人 精密機械ディビジョン 
技術総括部 
産業機器技術部長 
兼 営業総括部営業企画部長 

精密機械ディビジョン 
営業総括部 
営業企画部長 

大磯 雄一郎 精密機械ディビジョン 
技術総括部 
システム技術部長 

精密機械ディビジョン  
技術総括部 
システム技術部産業装置課長 

安田 好伸 精密機械ディビジョン 
品質保証総括部副総括部長 
兼 品質保証部長 

精密機械ディビジョン 
品質保証総括部 
品質保証部長 

稲田 隆浩 上席理事 
ロボットディビジョン副ディビジョン
長 
兼 自動車総括部長 

准執行役員 
ロボットディビジョン副ディビジョン
長 
兼 自動車総括部長 
兼 コストダウン推進室長 

川本 賢二 理事 
ロボットディビジョン付 
兼 川崎機器人（昆山）有限公司 出向 

理事 
ロボットディビジョン 
生産総括部長 
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竹内 一郎 ロボットディビジョン 
営業総括部 
ＢＰＲ推進室長 
兼 ロボットディビジョンＤＸ推進部Ｄ
Ｘ推進課 基幹職 

ロボットディビジョン 
営業総括部 
グローバル業務部長 
兼 関連企業業務課長 
兼 ロボットディビジョンＤＸ推進部Ｄ
Ｘ推進課 基幹職 

天澤 誠二 ロボットディビジョン 
営業総括部 
グローバル戦略部長 

ロボットディビジョン 
営業総括部 
営業企画部長 
兼 営業企画課長 

田波 誠 ロボットディビジョン 
営業総括部 
グローバル業務部長 
兼 関連企業業務課長 

ロボットディビジョン 
営業総括部 
グローバル業務部副部長 
兼 営業管理課長 

宮崎 利彦 ロボットディビジョン 
商品企画総括部 
商品企画部長 

ロボットディビジョン 
商品企画総括部 
商品企画部副部長 
兼 商品企画一課長 

三宅 宏 ロボットディビジョン 
商品企画総括部 
販売戦略部長 

ロボットディビジョン 
商品企画総括部 
商品企画部長 

後藤 博彦 ロボットディビジョン 
技術総括部長 

ロボットディビジョン 
技術総括部長 
兼 技術部長 

梶原 慎司 ロボットディビジョン 
技術総括部  
モーションコントロール部長 

ロボットディビジョン 
技術総括部 
開発部開発四課長 

乙井 悟志 ロボットディビジョン 
技術総括部 
技術部長 
兼 技術三課長 

ロボットディビジョン 
技術総括部 
技術部副部長 
兼 技術三課長 

大山 泰範 ロボットディビジョン 
自動車総括部 
設計部長 

ロボットディビジョン  
自動車総括部 
設計部設計三課長 

吉田 哲也 理事 
ロボットディビジョン 
クリーンロボット総括部長 
兼 クリーン営業部長 

理事 
ロボットディビジョン 
クリーンロボット総括部長 
兼 クリーン営業部長 
兼 クリーンシステム部長 
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北野 真也 ロボットディビジョン 
クリーンロボット総括部 
クリーンシステム部長 

ロボットディビジョン 
クリーンロボット総括部 
クリーン設計部クリーン設計二課長 

湊 健 ロボットディビジョン 
生産総括部長 

ロボットディビジョン 
品質保証総括部長 

福原 一美 ロボットディビジョン 
生産総括部 
明石生産部長 

ロボットディビジョン 
生産総括部 
生産技術部長 
兼 生産技術一課長 

酒井 邦彦 ロボットディビジョン 
生産総括部 
西神戸生産部長 
兼 製造三課長 

ロボットディビジョン 
生産総括部 
製造部長 
兼 生産技術部 基幹職 

竹村 進一 ロボットディビジョン 
品質保証総括部長 

ロボットディビジョン 
品質保証総括部 
ＣＳ部長 
兼 ＣＳ一課長 

井上 政吉 ロボットディビジョン 
品質保証総括部 
ＣＳ部長 
兼 汎用ＣＳ課長 

ロボットディビジョン 
品質保証総括部 
ＣＳ部副部長 
兼 ＣＳ三課長 

髙橋 裕二 ロボットディビジョン 
人財戦略室長 
兼 精密機械・ロボットカンパニー企画
本部ロボット人事総務部 基幹職  

企画本部 
ロボット人事総務部副部長 
兼 ロボット業務人事課長 

小野 茂樹 ロボットディビジョン 
コストダウン推進室長 

ロボットディビジョン 
自動車総括部 
設計部長 

 
□ 出向 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

鈴木 利夫 （株）カワサキライフコーポレーション 
出向 

エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
企画本部  
船舶海洋人事総務部長 
兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 
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伊藤 省蔵 Kawasaki Heavy Industries(U.S.A.) 
Inc. 出向 

航空宇宙システムカンパニー 
営業本部  
民間固定翼機営業部長 
兼 本社マーケティング本部海外二部 
基幹職 

山下 博司 日本飛行機（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
コンプライアンス部長 
兼 本社サステナビリティ推進本部法
務・コンプライアンス総括部コンプラ
イアンス部 基幹職 

納土 英明 理事 
川重岐阜サービス(株) 出向 

理事 
航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン  
生産総括部副総括部長（物流管理・調
達担当） 

永森 久幸 川重岐阜エンジニアリング（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン  
技術総括部副総括部長 

山本 毅広 川重岐阜エンジニアリング（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
企画本部 
事業開発部長 

鎌田 直人 川重岐阜エンジニアリング（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
企画本部 
情報システム部長 
兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

園田 精一 川重岐阜エンジニアリング（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン  
技術総括部 
技術戦略部長  
兼 技術戦略課長 

矢口 律男 丸紅エアロスペース（株）出向 航空宇宙システムカンパニー 
航空宇宙ディビジョン 
ヘリコプタプロジェクト総括部 
ヘリコプタ業務部長 
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笠 正憲 
 

理事 
川重原動機工事（株） 出向  

理事 
エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
エネルギーディビジョン 
エネルギーシステム総括部 
ガスタービン開発部長 

大堀 道雄 Kawasaki Heavy Industries（H.K.） 
Ltd 出向 

エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
営業本部 
舶用機械営業部長 

小貫 圭一 川崎能源装備科技（山東）有限公司  
出向 

エネルギーソリューション＆マリンカ
ンパニー 
営業本部 
海外発電営業部長 

 
□ 退職（2022年３月３1日付） 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

長井 秀文 嘱託 准執行役員 
航空宇宙システムカンパニー 
企画本部長 

高来 悟 川重商事（株） 准執行役員 
精密機械・ロボットカンパニー 
精密機械ディビジョン副ディビジョン
長（営業担当） 
兼 営業総括部長 

 
以 上 

 


