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 川崎重工は、2021 年 4 月 1 日付で組織改正、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 

□ モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

《企画本部》 

・ 技術本部より商品企画部、デザイン部を編入する。 

・ 内部統制部、管理部、関連企業部を管理本部に移管する。 

・ 企画本部は事業企画部、プロジェクト部、商品企画部、デザイン部、新事業推進部、原価企画部、生産企

画部、人事総務部、渉外部、情報システム部をもって編成する。 

 

《管理本部》 

・ 企画本部より内部統制部、管理部、関連企業部を編入する。 

・ 管理本部は内部統制部、管理部、関連企業部をもって編成する。 

 

《営業本部》 

・ 直販部、ＰＤ部を新設する。 

・ 第一営業部、第二営業部を廃止し、その機能を直販部、ＰＤ部に移管する。 

・ 営業本部は業務部、マーケティング部、直販部、ＰＤ部、部品用品部をもって編成する。 

  

《技術本部》 

・ 商品企画部、デザイン部を企画本部に移管する。 

・ 開発部を先行開発部に改称する。 

・ 技術本部は技術管理部、認証知財部、開発技術部、先行開発部、第一設計部、第二設計部、第三設計部、

第一実験部、第二実験部、第三実験部、第四実験部をもって編成する。 

 

《生産本部》 

・ 調達総括部をカンパニー直轄組織とする。 

・ 生産本部は生産管理部、生産技術企画部、車体生産技術部、エンジン生産技術部、エンジン製造部、車体

製造部をもって編成する。 
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２．業務執行体制の改正 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

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 

兼 航空エンジンディビジョン長 

常務執行役員 

航空宇宙システムカンパニープレジデント 

越山 雄 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 

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 

才木 昭義 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 

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 

 

３．人事異動 

□ 本社 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

竹地 正剛 コーポレートコミュニケーション総括部 

ＰＲ部長 

コーポレートコミュニケーション部副

部長 

勝野 弘之 コーポレートコミュニケーション総括部 

ＩＲ部長 

企画本部 

ＩＲ部ＩＲ課長 

山岡 清人 企画本部 

リスクマネジメント部長 

サステナビリティ推進本部 

リスク管理部長 

野母 亮平 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長 

兼 コンプライアンス部長 

サステナビリティ推進本部 

法務部長 

小島 智己 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 

法務部長 

兼 神戸法務課長 

サステナビリティ推進本部 

法務部副部長 

兼 神戸法務課長 

大野 敬史 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 

貿易管理部長 

サステナビリティ推進本部 

貿易管理部海外法令課長 

吉澤 俊司 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 

貿易管理部 基幹職 

サステナビリティ推進本部 

貿易管理部長 
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福岡 康文 マーケティング本部 

渉外・調査部長 

兼 企画本部経営企画部 基幹職 

マーケティング本部 

渉外・調査部副部長 

兼 企画本部経営企画部 基幹職 

安武 敬二 総務本部 基幹職 モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

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 

田坂 秀樹 理事 

総務本部 

秘書部長 

兼 総務本部付 

理事 

総務本部 

秘書部長 

兼 東京本社事務所長 

兼 人事本部付 

安藤 嘉人 総務本部 

環境・エネルギー管理部長 

兼 サステナビリティ推進本部 基幹職 

総務本部 

地球環境部長 

兼 サステナビリティ推進本部 基幹職 

峰 圭介 総務本部 

東京本社事務所長 

兼 人事本部 基幹職 

総務本部 

東京本社事務所勤労課長 

兼 人事本部人事部 基幹職 

岸 敏幸 総務本部 

明石工場事務所長 

兼 人事本部 基幹職 

総務本部 

明石工場事務所長 

兼 勤労部長 

兼 人事本部 基幹職 

木下 崇 総務本部 

明石工場事務所 

勤労部長 

兼 勤労課長 

総務本部 

明石工場事務所勤労部勤労課長 

和田 寿夫 技術開発本部 

技術企画推進センター 

ソリューション技術戦略室長 

兼 技術企画部副部長 

技術開発本部 

技術研究所 

機械システム研究部研究四課長 

岩崎 勇人 技術開発本部 

技術研究所 

材料研究部長 

兼 研究一課長 

技術開発本部 

技術研究所 

材料研究部研究一課長 
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中島 武志 技術開発本部 

システム技術開発センター 

制御システム開発部長 

技術開発本部 

システム技術開発センター 

制御システム開発部副部長 

兼 第二課長 

藤森 潤 技術開発本部 

システム技術開発センター 

ロボット技術開発部長 

兼 （株）メディカロイド出向 

技術開発本部 

システム技術開発センター 

ロボット技術開発部副部長 

兼 ＡＩ推進室 基幹職 

榎本 雅幸 技術開発本部 

ＩＴ戦略・企画推進センター副センタ

ー長 

兼 本社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 

兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

技術開発本部 

ＩＴ戦略・企画推進センター副センタ

ー長 

兼 デジタルイノベーション部長 

兼 本社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 

奥山 裕一 技術開発本部 

ＩＴ戦略・企画推進センター 

ＩＴ企画管理部長 

兼 ＩＴ管理課長 

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ＩＴ管理

課長 

宮内 和博 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 本社ＤＸ推進部 基幹職 

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副部長 

兼 第一課長 

山本 浩司 水素戦略本部 

プロモーション総括部副総括部長 

兼 事業管理部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

企画管理部長 

新道 憲二郎 水素戦略本部 

プロジェクト総括部長 

兼 推進部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

プロジェクト推進部長 

吉村 健二 水素戦略本部 

プロジェクト総括部副総括部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

プロジェクト開発部長 

兼 プロジェクト営業部副部長 
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吉野 泰 水素戦略本部 

プロジェクト総括部 

戦略部長 

兼 推進部推進二課長 

兼  Hydrogen Engineering Australia 

Pty. Ltd. 出向 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

プロジェクト開発部副部長 

兼 技術開発本部水素チェーン開発セン

タープロジェクト推進部副部長 

兼  Hydrogen Engineering Australia 

Pty. Ltd. 出向 

栄山 修 水素戦略本部 

プロジェクト総括部 

商務部長 

兼 契約課長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

プロジェクト推進部副部長 

神戸 勝啓 水素戦略本部 

技術総括部副総括部長 

兼 ＨＳＥ部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

ＨＳＥ・規格推進部長 

仮屋 大祐 水素戦略本部 

技術総括部 

技術部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

技術開発部副部長 

岩﨑 英和 水素戦略本部 

技術総括部 

開発部長 

技術開発本部 

水素チェーン開発センター 

技術開発部副部長 

小平 哲也 理事 

社長直轄プロジェクト本部 

ＰＣＲ事業総括部副総括部長 

兼 グローバルマーケティング＆セール

ス部長 

兼 精密機械・ロボットカンパニーロボ

ットディビジョン営業総括部付 

社長直轄プロジェクト本部 

ＰＣＲ事業総括部 

グローバルマーケティング＆セールス

部長 

兼 プロジェクト推進部 基幹職 

兼 航空宇宙システムカンパニー営業本

部営業管理部 基幹職 

 

□ 航空宇宙システムカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

和田 浩志 営業本部 

海自固定翼機営業部長 

営業本部 

海自固定翼機営業部 基幹職 

辻田 聡 営業本部 

ヘリコプタ営業部長 

営業本部 

防衛宇宙システム営業部長 

吉川 淳 営業本部 

防衛宇宙システム営業部長 

営業本部 

エンジン営業部 基幹職 
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内田 剛 航空宇宙ディビジョン 

防衛宇宙プロジェクト総括部 

防衛宇宙業務部長 

航空宇宙ディビジョン 

防衛宇宙プロジェクト総括部 

防衛宇宙業務部副部長 

兼 防衛固定翼機業務課長 

土橋 昭彦 航空宇宙ディビジョン 

防衛宇宙プロジェクト総括部 

防衛宇宙業務部 基幹職（誘導機器担当） 

航空宇宙ディビジョン 

防衛宇宙プロジェクト総括部 

防衛宇宙業務部長 

天見 晴雄 航空宇宙ディビジョン 

民間航空機プロジェクト総括部 基幹職 

（将来技術担当） 

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（研究・設計総括担当） 

松井 秀司 航空宇宙ディビジョン 

民間航空機プロジェクト総括部 

民間航空機計画部長 

航空宇宙ディビジョン 

民間航空機プロジェクト総括部 

民間航空機新機種生産計画部長 

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 

ヘリコプタ設計部副部長 

兼 ヘリコプタ計画一課長 

永田 勝己 航空宇宙ディビジョン 

ＱＭ総括部 

ＱＭ計画部長 

ＱＭ推進本部 

ＱＭ計画部副部長 

兼 管理監査課長 

葛西 信幸 航空宇宙ディビジョン 

ＱＭ総括部 

品質保証部長 

ＱＭ推進本部 

品質保証部長 

永森 久幸 航空宇宙ディビジョン 

技術総括部副総括部長 

技術本部副本部長（航空宇宙事業担当） 

角井 晋一 航空宇宙ディビジョン 

技術総括部 

技術管理部長 

技術本部 

技術管理部長 

園田 精一 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 

技術本部 

技術戦略部長 

兼 技術戦略課長 

今村 亮一 航空宇宙ディビジョン 

技術総括部 

技術開発部長 

技術本部 

技術開発部長 
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和田 昌夫 航空宇宙ディビジョン 

技術総括部 

電装システム技術部長 

技術本部 

電装システム技術部長 

竹下 康夫 航空宇宙ディビジョン 

技術総括部 

機器システム技術部長 

技術本部 

機器システム技術部長 

横前 俊哉 航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

第一生産技術部長 

兼 防衛宇宙プロジェクト総括部 基幹

職（生産担当） 

航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

防衛宇宙生産技術部長 

兼 防衛宇宙プロジェクト総括部 基幹

職（生産統括担当） 

深田 耕司 航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

第二生産技術部長 

航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

ヘリコプタ生産技術部長 

兼 ヘリコプタプロジェクト総括部 基

幹職（生産統括担当） 

山本 義典 航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

民間航空機生産技術部長 

兼 民間航空機プロジェクト総括部 基

幹職（生産担当） 

航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

民間航空機第一生産技術部長 

兼 民間航空機プロジェクト総括部 基

幹職（岐阜生産統括担当） 

森垣 康 航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

物流管理部長 

航空宇宙ディビジョン 

生産総括部 

民間航空機第二生産技術部長 

兼 民間航空機プロジェクト総括部 基

幹職（名古屋生産統括担当） 

反田 淳三 航空エンジンディビジョン 

エンジンＱＭ総括部 

エンジンＱＭ計画部長 

ＱＭ推進本部 

エンジン品質保証部副部長 

中畑 竹芳 航空エンジンディビジョン 

エンジンＱＭ総括部 

エンジン品質保証部長 

ＱＭ推進本部 

エンジン品質保証部長 

松岡 右典 航空エンジンディビジョン 

エンジン技術総括部 

エンジン技術企画部長 

技術本部 

エンジン技術企画部長 
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酒井 祐輔 航空エンジンディビジョン 

エンジン技術総括部 

エンジン技術開発部長 

技術本部 

エンジン要素技術部長 

松本 邦宏 航空エンジンディビジョン 

エンジン生産総括部 

エンジンＳＣ企画部長 

航空エンジンディビジョン 

エンジン生産総括部 

エンジン生産管理部長 

北野 博 航空エンジンディビジョン 

エンジン生産総括部 

エンジン生産管理部長 

航空エンジンディビジョン 

エンジン生産総括部 

エンジンＳＣＭ戦略部長 

兼 ＳＣ企画課長 

 

□ 車両カンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

吉澤 基勝 理事 

車両カンパニー付（営業統括担当） 

理事 

企画本部 

企画部長 

兼 本社企画本部経営企画部付 

松木 信哉 コンプライアンス部長 品質保証本部 

品質・環境システム部長 

岡田 真 理事 

企画本部副本部長 

兼 企画部長 

兼 本社企画本部経営企画部付 

（株）ＮＩＣＨＩＪＯ 出向 

西谷 弘徳 企画本部 

ⅠＣＴソリューション部長 

兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

企画本部 

ＩＣＴソリューション部ＩＣＴシステ

ム課長 

兼 本社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 基幹職 

廣瀬 雄介 理事 

北米ディビジョン 

北米プロジェクト総括部副総括部長 

理事 

北米プロジェクト本部副本部長 

雛田 育利 理事 

北米ディビジョン 

北米プロジェクト総括部付 

Kawasaki Rail Car,Inc. 出向 
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原田 琢磨 北米ディビジョン 

北米プロジェクト総括部 

北米プロジェクト管理部長 

兼 北米プロジェクト管理課長 

北米プロジェクト本部 

北米プロジェクト管理部長 

今井 健一郎 北米ディビジョン 

北米プロジェクト総括部 

北米設計部長 

北米プロジェクト本部 

北米設計部長 

長谷川 知行 国内・アジアディビジョン 

国内プロジェクト総括部副総括部長 

国内プロジェクト本部副本部長 

東條 克明 国内・アジアディビジョン 

国内プロジェクト総括部 

東部営業部長 

国内プロジェクト本部 

東部営業部長 

杉浦 知一 国内・アジアディビジョン 

国内プロジェクト総括部 

西部営業部長 

国内プロジェクト本部 

西部営業部長 

大橋 良和 国内・アジアディビジョン 

国内プロジェクト総括部 

国内設計部長 

国内プロジェクト本部 

国内設計部長 

本村 茂人 国内・アジアディビジョン 

アジアプロジェクト総括部長 

アジアプロジェクト本部 基幹職（Ｔ２

５１プロジェクト推進担当） 

山口 良子 国内・アジアディビジョン 

アジアプロジェクト総括部 

アジア営業部長 

アジアプロジェクト本部 

アジア営業部長 

森 友広 国内・アジアディビジョン 

アジアプロジェクト総括部 

アジアプロジェクト管理部長 

兼 アジアプロジェクト管理課長 

アジアプロジェクト本部 

アジアプロジェクト管理部長 

兼 アジアプロジェクト管理課長 

八重樫 信行 国内・アジアディビジョン 

アジアプロジェクト総括部 

アジア設計部長 

アジアプロジェクト本部 

アジア設計部長 

森下 隆広 品質保証本部 

品質・環境システム部長 

企画本部 

ＩＣＴソリューション部長 

兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

高嶋 忠夫 准執行役員 

技術統括本部長 

准執行役員 

車両カンパニー付（プロジェクト管理

担当） 

兼 技術統括本部長 
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高山 晃一 理事 

技術統括本部副本部長（技術統括担当） 

理事 

技術統括本部副本部長 

兼 台車設計部長 

土居 尚 技術統括本部副本部長（部門横断活動

担当） 

兼 品質保証本部 基幹職 

技術統括本部 

技術企画部長 

梅林 友則 技術統括本部 基幹職（技術戦略担当） 技術統括本部 

開発部長 

加藤 英一 技術統括本部 

技術企画部長 

兼 技術企画管理課長 

兼 新事業推進部 基幹職 

技術統括本部 

技術企画部技術企画管理課長 

兼 新事業推進部新事業推進課 基幹職 

前田 理一 技術統括本部 

技術研究部長 

兼 基盤技術課長 

技術統括本部 

技術企画部試験研究課長 

磯村 一雄 技術統括本部 

台車設計部長 

技術統括本部 

台車設計部台車設計課長 

松本 晃佳 生産本部 

工作部長 

生産本部 

工作部副部長 

兼 構体課長 

 

□ 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 

品田 義弥 コンプライアンス部長 エネルギー・環境プラントカンパニー 

コンプライアンス部長 

小路 淳一 コンプライアンス部 基幹職 船舶海洋カンパニー 

コンプライアンス部長 

小山田 毅 企画本部 

企画部長 

兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

企画本部 

プラント管理部長 

兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

落合 三郎 企画本部 

プラント管理部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

企画本部 

プラント管理部経営管理課長 

兼 本社技術開発本部水素チェーン開発

センター企画管理部管理課 基幹職 
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実松 俊博 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

企画本部 

機械管理部長 

兼 営業本部発電営業企画部 基幹職 

兼 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副部長 

兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

長谷川 徹 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

企画本部 

プラント人事総務部長 

兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

北川 哲也 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

企画本部 

機械人事総務部長 

兼 本社人事本部人事企画部 基幹職 

鈴木 利夫 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 

船舶海洋カンパニー 

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 

松木 未希 商務部長 エネルギー・環境プラントカンパニー 

商務部長 

兼 営業本部副本部長 

田中 伸二 営業本部副本部長 エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

プラント国内営業部長 

田中 孝幸 営業本部 

事業創造部長 

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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

事業創造部長 

兼 本社技術開発本部水素チェーン開発

センタープロジェクト営業部 基幹職 

濵 剛 営業本部 

事業創造部 基幹職 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

発電営業企画部長 

谷野 信 営業本部 

プラント海外営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

プラント海外営業部 

産機・水素プラント営業課長 
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沼沢 靖博 営業本部 

プラント海外営業部 基幹職 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

プラント海外営業部長 

島田 尚人 営業本部 

プラント国内営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

プラント国内営業部副部長 

加藤 展生 営業本部 

土木機械営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

土木機械営業部長 

碓永 純也 営業本部 

環境プラント営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

環境プラント営業部長 

林 隆志 営業本部 

パワープラント営業部長 

Kawasaki Gas Turbine Asia Sdn.Bhd 

出向 

兼 エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部海外発電営業部 基幹職 

谷口 正宣 営業本部 

国内常用発電営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

パワープラント営業部 基幹職 

兼 国内常用発電営業部 基幹職 

阪本 高宏 営業本部 

非常用発電営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

非常用発電営業部長 

小貫 圭一 営業本部 

海外発電営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

海外発電営業部長 

三木 雅行 営業本部 

陸用機械営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

陸用機械営業部長 

杉本 健 営業本部 

艦艇機器営業部長 

兼 営業二課長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

艦艇機器営業部長 

兼 第二営業課長 

大堀 道雄 営業本部 

舶用機械営業部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

営業本部 

舶用機械営業部長 
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藤川 聡 調達本部 

プラント調達部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

調達本部 

プラント調達部長 

城 充 調達本部 

エネルギー・舶用推進調達部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

調達本部 

機械調達部長 

南山 克己 品質保証本部 

プラント品質保証部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

品質保証本部 

プラント品質保証部長 

小田 成道 品質保証本部 

エネルギー・舶用推進品質保証部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

品質保証本部 

エネルギー・舶用推進品質保証部長 

武馬 啓祐 技術企画部長 

兼 プラントディビジョン産業プラント

総括部基幹職 

兼 本社 DX 推進部 基幹職 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

技術企画部長 

兼 プラントディビジョン産業プラント

総括部基幹職 

兼 本社 DX 推進部 基幹職 

金岡 秀幸 プロジェクト本部 

工務部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プロジェクト本部 

工務部長 

高原 靖 プロジェクト本部 

建設総括部 

エネルギー建設部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プロジェクト本部 

建設総括部 

エネルギー建設部副部長 

藤田 志津男 プロジェクト本部 

電気制御総括部副総括部長 

兼 プラント電気制御部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プロジェクト本部 

電気制御総括部副総括部長 

兼 プラント電気制御部長 

山本 富士夫 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

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 

鈴木 章公 プロジェクト本部 

土建技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プロジェクト本部 

土建技術部長 
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刀谷 嘉紀 プロジェクト本部 

配管技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プロジェクト本部 

配管技術部長 

常國 博史 生産本部副本部長 エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部副本部長 

秦 直也 生産本部 

ものづくり推進部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部 

ものづくり推進部長 

赤松 政彦 生産本部 

プラント生産技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部 

プラント生産技術部長 

松島 英浩 生産本部 

プラント製造部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部 

プラント製造部長 

丸山 淳 生産本部 

エネルギー・舶用推進生産技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部 

エネルギー・舶用推進生産技術部長 

西野 徹 生産本部 

エネルギー・舶用推進製造部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

生産本部 

エネルギー・舶用推進製造部長 

辰巳 康治 理事 

エネルギーディビジョン付（水素燃焼

技術開発担当） 

兼 エネルギーシステム総括部製品管理

推進室長 

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・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

ガスタービン技術部長 

兼 製品管理推進室長 

北村 公久 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

業務部長 

兼 企画課長 

兼 営業本部発電営業企画部 基幹職 

山﨑 義弘 エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

ガスタービン技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

ガスタービン技術部エンジン技術二課長 
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酒井 能成 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

発電４サイクル技術部長 

兼 業務部業務二課 基幹職 

髙橋 義雄 エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

空力機械部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

空力機械部副部長 

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 

パッケージ技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

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 

カスタマーサポート部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

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長 

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 業務部企画課 基幹職 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

エネルギーシステム総括部 

発電プロジェクト部副部長 

兼 営業技術二課長 

兼 業務部企画課 基幹職 

森 宏之 エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部長 

田端 誠司 エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

火力プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

火力プラント部長 

安原 克樹 エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

排熱プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

排熱プラント部長 
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青木 肇 エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

コンバインドサイクルパワープラント

部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

コンバインドサイクルパワープラント

部長 

桐村 拓未 エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

蒸気タービン部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

エネルギーディビジョン 

パワ－プラント総括部 

蒸気タービン部長 

佐藤 公俊 プラントディビジョン 

産業プラント総括部副総括部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー

プラントディビジョン 

産業プラント総括部副総括部長 

山形 恭司 プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

産業・水素プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー

プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

産業・水素プラント部長 

船引 隆宣 プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

化学プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

化学プラント部長 

小野 淳 プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

低温貯槽プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プラントディビジョン 

産業プラント総括部 

低温貯槽プラント部長 

小瀧 貴志 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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

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 

平山 真治 プラントディビジョン 

産業機械総括部 

土木機械部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー

プラントディビジョン 

産業機械総括部 

土木機械部長 

尾藤 俊文 プラントディビジョン 

環境プラント総括部 

環境プラント部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プラントディビジョン 

環境プラント総括部 

環境プラント部長 
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村瀬 啓介 プラントディビジョン 

環境プラント総括部 

Ｏ＆Ｍ技術部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

プラントディビジョン 

環境プラント総括部 

Ｏ＆Ｍ技術部長 

大野 達也 舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

艦艇部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

艦艇部設計第一課長 

兼 研究開発課 基幹職 

田垣 敦司 舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

舶用機械部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

水力機械部長 

東田 正憲 舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

舶用機械部副部長 

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 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

舶用レシプロエンジン部長 

兼 レシプロエンジン開発室長 

小野寺 達也 舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

システムエンジニアリング部長 

エネルギー・環境プラントカンパニー 

舶用推進ディビジョン 

舶用推進システム総括部 

システムエンジニアリング部長 

小村 淳 理事 

船舶海洋ディビジョン付（液化水素運

搬船プロマネ担当） 

兼 技術総括部付（水素プロジェクト担当） 

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 

理事 

船舶海洋カンパニー（プレジデント）付

（液化水素運搬船プロマネ担当） 

兼 技術本部付（水素プロジェクト担当） 

兼 本社技術開発本部水素チェーン開発

センター付 

宮下 圭二 船舶海洋ディビジョン 

事業基盤総括部 

ＴＱＭ推進部長 

船舶海洋カンパニー 

品証統括室長 

黒木 博文 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 

船舶海洋カンパニー 

コストエンジニアリング室長 
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松野 二郎 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 

船舶海洋カンパニー 

プロジェクト本部 

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 

相良 聡 船舶海洋ディビジョン 

事業基盤総括部 

中国事業推進部長 

船舶海洋カンパニー 

プロジェクト本部 

中国事業推進部長 

亀井 聖三 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 技術総括本部 基幹職（購入品ＶＥ

担当） 

船舶海洋カンパニー 

調達本部 

総合調達部長 

兼 企画・調達課長 

兼 技術本部 基幹職（購入品ＶＥ担当） 

杉本 高久 船舶海洋ディビジョン 

調達総括部 

艦艇調達部長 

船舶海洋カンパニー 

調達本部 

艦艇調達部長 

海府 雅人 船舶海洋ディビジョン 

調達総括部 

坂出調達部長 

船舶海洋カンパニー 

調達本部 

坂出調達部長 

高田 武明 船舶海洋ディビジョン 

営業総括部 

営業第一部長 

船舶海洋カンパニー 

営業本部 

営業第一部長 

青山 晋 船舶海洋ディビジョン 

営業総括部 

営業第二部長 

船舶海洋カンパニー 

営業本部 

営業第二部長 

森嶋 信行 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 

船舶海洋カンパニー 

営業本部 

艦艇営業部長 

兼 業務部長 

髙尾 俊秀 船舶海洋ディビジョン 

営業総括部 

神戸営業部長 

兼 神戸造船工場 基幹職 

船舶海洋カンパニー 

営業本部 

神戸営業部長 

兼 神戸造船工場 基幹職 

齊藤 享太朗 船舶海洋ディビジョン 

営業総括部 

坂出営業部長 

船舶海洋カンパニー 

営業本部 

坂出営業部長 
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豊田 健 船舶海洋ディビジョン 

技術総括部 

見積部長 

船舶海洋カンパニー 

技術本部 

見積部長 

村岸 治 船舶海洋ディビジョン 

技術総括部 

液化水素運搬船開発部長 

兼 本社水素戦略本部プロジェクト総括

部戦略部ＦＳ課 基幹職 

船舶海洋カンパニー 

技術本部 

液化水素運搬船開発部長 

兼 本社技術開発本部水素チェーン開発

センタープロジェクト管理部プロジェ

クト管理課 基幹職 

山本 哲也 船舶海洋ディビジョン 

技術総括部 

基本設計部長 

船舶海洋カンパニー 

技術本部 

基本設計部長 

志道 敏雄 船舶海洋ディビジョン 

技術総括部 

造船設計部長 

兼 坂出造船工場 基幹職（建造船設計

合理化担当） 

船舶海洋カンパニー 

技術本部 

造船設計部長 

兼 坂出造船工場 基幹職（建造船設計

合理化担当） 

大嶺 政樹 船舶海洋ディビジョン 

技術総括部 

ＩｏＴ事業推進部長 

兼 基本設計部 基幹職（ＩｏＴ事業担当） 

船舶海洋カンパニー 

技術本部 

ＩｏＴ事業推進部長 

兼 基本設計部 基幹職（ＩｏＴ事業担当） 

有馬 唯文 船舶海洋ディビジョン 

神戸造船工場 

品質保証部長 

船舶海洋カンパニー 

神戸造船工場 

品質保証部長 

黒沢 正大 船舶海洋ディビジョン 

神戸造船工場 

潜水艦設計部長 

兼 艦艇プロジェクト開発部 基幹職 

船舶海洋カンパニー 

神戸造船工場 

潜水艦設計部長 

兼 艦艇プロジェクト開発部 基幹職 

阪上 裕志 船舶海洋ディビジョン 

神戸造船工場 

ＡＵＶ事業推進部長 

兼 潜水艦設計部 基幹職（ＡＵＶ担当） 

船舶海洋カンパニー 

神戸造船工場 

ＡＵＶ事業推進部長 

兼 潜水艦設計部 基幹職（ＡＵＶ担当） 

亀田 幸生 船舶海洋ディビジョン 

神戸造船工場 

修繕部長 

船舶海洋カンパニー 

神戸造船工場 

修繕部長 
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横井 克彦 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 

船舶海洋カンパニー 

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 

前田 順二 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長 

兼 坂出造船工場 基幹職（建造船プロ

マネ担当） 

船舶海洋カンパニー 

坂出造船工場 

プロセスイノベーション部長 

兼 坂出造船工場 基幹職（建造船プロ

マネ担当） 

岡田 義浩 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 

船舶海洋カンパニー 

坂出造船工場 

品質保証部長 

兼 品質環境管理課長 

 

□ 精密機械・ロボットカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

岑吉 秀信 企画本部 

精密機械総務部長 

企画本部 

西神戸工場再編準備室長 

兼 精密機械人事総務部副部長 

兼 総務課長 

古川 雅之 精密機械ディビジョン 

営業総括部 

機器営業部長 

精密機械ディビジョン 

営業総括部 

機器第一営業部長 

村岡 英泰 精密機械ディビジョン 

ＩＣＴ開発総括部 

制御システム開発部長 

精密機械ディビジョン 

技術総括部 

制御システム技術部長 

今村 幸人 精密機械ディビジョン 

ＩＣＴ開発総括部 

先進技術開発部長 

兼 要素機器課長 

精密機械ディビジョン 

技術総括部 

先進技術部長 

吉田 道人 ロボットディビジョン 

営業総括部副総括部長 

ロボットディビジョン 

営業総括部副総括部長 

兼 中部営業部長 
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鷹取 正夫 理事 

ロボットディビジョン 

商品企画総括部長 

理事 

本社 

技術開発本部 

システム技術開発センター 

ロボット技術開発部長 

兼 （株）メディカロイド 出向 

真田 知典 理事 

ロボットディビジョン 

商品企画総括部副総括部長 

兼 営業総括部付 

兼 （株）メディカロイド 出向 

ロボットディビジョン 

商品企画総括部副総括部長 

兼 営業総括部 基幹職 

兼 （株）メディカロイド 出向 

三宅 宏 ロボットディビジョン 

商品企画総括部 

商品企画部長 

Kawasaki Robotics(U.S.A.),Inc. 出向 

中岡 信彦 ロボットディビジョン 

自動車総括部副総括部長 

兼 ロボットディビジョンＤＸ推進部ＤＸ

推進課 基幹職 

ロボットディビジョン 

自動車総括部長 

兼 ロボットディビジョンＤＸ推進部ＤＸ

推進課 基幹職 

坂野 和哉 ロボットディビジョン 

自動車総括部 

自動車営業部長 

兼 Kawasaki Motors Enterprise(Thail 

and)Co.,Ltd.出向 

Kawasaki Motors Enterprise(Thail 

and)Co.,Ltd.出向 

榊原 徹 ロボットディビジョン 

自動車総括部 

自動車営業部副部長 

兼 西部自動車営業課長 

ロボットディビジョン 

営業総括部 

西部営業部長 

兼 西部営業一課長 

土生 浩士 ロボットディビジョン 

自動車総括部 

自動車営業部副部長 

兼 東部自動車営業課長 

兼 一般塗装営業課長 

ロボットディビジョン 

営業総括部 

東部営業部長 

兼 東部営業一課長 

兼 東部営業二課長 

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 

兼 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長 

兼 クリーンシステム部長 
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岡本 誠 ロボットディビジョン 

産機ロボット総括部副総括部長 

兼 産機営業部長 

精密機械ディビジョン 

営業総括部副総括部長 

兼 機器第二営業部長 

安井 孝夫 ロボットディビジョン 

ＤＸ推進部長 

兼 本社技術開発本部ＩＴ戦略・企画推

進センター副センター長 

兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

本社 

技術開発本部 

ＩＴ戦略・企画推進センター副センタ

ー長  

兼 本社ＤＸ推進部 基幹職 

兼 ロボットディビジョンＤＸ推進部長 

 

□ モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

寺西 猛 モーターサイクル＆エンジンカンパニー

付（管理・営業担当） 

兼 営業本部長 

兼 ＰＤ部長 

（株）カワサキモータースジャパン 

川村 直樹 理事 

四輪・ＰＷＣディビジョン長 

兼 技術本部副本部長 

兼 技術管理部長 

理事 

四輪・ＰＷＣディビジョン長 

兼 技術本部 

技術管理部長 

北島 惠 コンプライアンス部長 

兼 企画本部人事総務部 基幹職 

兼 管理本部内部統制部 基幹職 

企画本部 

内部統制部長 

兼 人事総務部 基幹職 

三好 理文 理事 

企画本部副本部長 

兼 生産企画部長 

兼 本社社長直轄プロジェクト本部全社

北米事業タスクフォース付 

理事 

生産本部 

調達総括部長 

兼 調達部長 

生駒 守啓 企画本部 

事業企画部長 

兼 事業企画課長 

営業本部 

第一営業部長 

大島 健 企画本部 

商品企画部長 

兼 商品企画一課長 

技術本部 

商品企画部長 

横山 眞一郎 企画本部 

デザイン部長 

技術本部 

デザイン部長 



23 

 

橋本 靖智 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 

コンプライアンス部長 

兼 企画本部人事総務部 基幹職 

秋山 敬祐 管理本部 

内部統制部長 

品質保証本部 

品証管理部長 

久山 耕平 管理本部 

内部統制部 基幹職 

営業本部 

第二営業部長 

兼 第一課長 

桑田 雅史 管理本部 

管理部長 

兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

企画本部 

管理部長 

兼 本社企画本部経営企画部 基幹職 

佐伯 健児 管理本部 

関連企業部長 

企画本部 

関連企業部長 

田中 繁美 理事 

営業本部副本部長 

兼 直販部長 

営業本部 基幹職 

長谷川 覚 品質保証本部 

品証管理部長 

品質保証本部 

モーターサイクル品証部長 

坂本 和之 品質保証本部 

モーターサイクル品証部長 

品質保証本部 

モーターサイクル品証部 MC 一課長 

松田 義基 理事 

技術本部副本部長 

兼 本社社長直轄プロジェクト本部近未来

モビリティ総括部 基幹職 

企画本部 

事業企画部長 

兼 本社社長直轄プロジェクト本部近未来

モビリティ総括部 基幹職 

久慈 泰広 技術本部 

先行開発部長 

技術本部 基幹職 

兼 開発部長 

兼 第一設計部長 

兼 汎用エンジンディビジョン 基幹職 

有馬 久豊 技術本部 

第一設計部長 

技術本部 

第一設計部 基幹職 

米津 勝一郎 生産本部 基幹職 

兼 生産管理部長 

兼 Motosikal Dan Enjin Nasional, Sdn. 

Bhd.出向 

生産本部 基幹職 

兼 Motosikal Dan Enjin Nasional, Sdn. 

Bhd. 出向 

平田 誠司 生産本部 

生産技術企画部長 

Kawasaki Motors Enterprise (Thailan 

d)Co.,Ltd.出向 



24 

 

藤田 博 生産本部 

エンジン製造部長 

生産本部 

エンジン生産技術部エンジン組立技術

課長 

河合 知剛 生産本部 

車体製造部長 

生産本部 

エンジン製造部長 

川中 博貴 調達総括部長 

兼 調達部長 

企画本部 

生産企画部長 

白井 修二 調達総括部 

調達管理部長 

生産本部 

調達総括部 

調達管理部長 

兼 調達企画課長 

岩井 勝徳 汎用エンジンディビジョン 

企画業務部長 

汎用エンジンディビジョン 

企画業務部 基幹職 

斎藤 哲郎 汎用エンジンディビジョン 

企画業務部 基幹職 

汎用エンジンディビジョン 

企画業務部長 

 

□ 出向 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

山口 敬志 川重商事（株）出向 本社 

企画本部 

ＩＲ部長 

塩田 洋之 （株）カワサキライフコーポレーション

出向 

車両カンパニー 

生産本部副本部長 

鰺坂 剛毅 川重車両コンポ（株）出向 車両カンパニー 

生産本部 

工作部長 

増永 大輔 Kawasaki Motors Enterprise(Thailan 

d)Co.,Ltd.出向 

モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

生産本部 

車体製造部長 

北田 庄一郎 新日本ホイール工業（株）出向 モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

生産本部 基幹職 

兼 生産管理部長 

兼 生産技術企画部長 

吉武 秀人 理事 

（株）ケイテック 出向 

理事 

モーターサイクル＆エンジンカンパニー 

技術本部長 
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神谷 新治 理事 

（株）カワサキモータースジャパン 出向 

Kawasaki Motors Corp., U.S.A. 出向 

 

 

□ 退職（２０２１年３月３1 日付） 

氏 名 新 職 名 旧 職 名 

山内 優 ― 車両カンパニー 

コンンプライアンス部長 

山出 祐司 ― エネルギー・環境プラントカンパニー

プロジェクト本部 

建設総括部副総括部長 

兼 エネルギー建設部長 

荒木 暢一郎 ― 准執行役員 

Kawasaki Rail Car, Inc.  

 

以 上 

 


