News Release
２０２２年４月１２日
エア・ウォーター株式会社
組織変更及び主要人事異動のお知らせ
2022 年 4 月 1 月付の組織変更及び主要人事異動を以下の通り行いましたので、お知らせいたします。な
お、本異動は、2022 年 3 月 17 日付の「組織改革に関するお知らせ」及び「主要人事異動に関するお知ら
せ」にて公表した組織変更・人事異動と併せて実施したものです。
記
１． 事業本部の組織変更
＜デジタル＆インダストリーグループ＞
（１） デジタル＆インダストリーグループに「企画・管理部」を置く。
（２） エレクトロニクスユニットの下部組織として「バルクガス部」
「特殊材料部」
「業務・システム部」
「マーケティング戦略部」
「技術・環境・品質管理部」を置く。
（３） 機能材料ユニットの下部組織として「業務・システム部」
「マーケティング戦略部」
「研究開発企画部」
を置く。
（４） インダストリアルガスユニットの下部組織として「ビジネスディビジョン」
「ガスプロダクツディビ
ジョン」を置く。また、ビジネスディビジョンの下部組織として「エアガス部」
「プラントガス部」
「ヘリウム特殊ガス部」
「ガス関連装置部」
「マーケティング戦略部」
「業務・システム部」を、ガス
プロダクツディビジョンの下部組織として
「スティールオンサイト部」
「プロダクツ部」
「品質管理部」
「物流管理部」
「業務・システム部」を置く。
（５） 海外エンジニアリングユニットの下部組織として「エンジニアリングディビジョン」
「ビジネスディ
ビジョン」を置く。
＜エネルギーソリューショングループ＞
（１） エネルギーソリューショングループに「事業開発部」
「管理部」を置く。
（２） エネルギーユニットの下部組織として「事業企画部」
「電力事業部」
「エネルギー関連事業部」
「エンジニアリング＆ソリューション事業部」
「営業部」
「西日本営業部」
「東日本営業部」を置く。
（３） 資源循環ユニットの下部組織として「事業企画部」を置く。
＜ヘルス＆セーフティーグループ＞
（１） ヘルス＆セーフティーグループに「グループ企画室」
「市場開発部」
「海外事業推進室」
「企画・管理
部」
「コンプライアンス部」
「品質安全部」を置く。
（２） メディカルプロダクツユニットの下部組織として「医療事業部」を置く。また、医療事業部の下部組
織として「医療ガス推進部」
「医療機器推進部」
「在宅医療部」
「システムソリューション部」を置く。
（３） 防災ユニットの下部組織として「セーフティー事業推進部」を置く。
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＜アグリ＆フーズグループ＞
アグリ＆フーズグループに「経営管理本部」
「事業企画本部」
「生産技術本部」
「農業・食品研究所」を置
く。
２．コーポレート部門の組織変更
SDGs 事業推進室の下部組織として「事業開発グループ」
「環境推進グループ」を置く。
３．執行役員の担当変更 ※以下、G はグループ、U はユニットの略
執行役員 デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U

飯田 剛

ガスプロダクツディビジョン長 兼 スティールオンサイト部長 兼 業務・システム部長
（旧 執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部長）
道谷 一夫

執行役員 デジタル＆インダストリーG 海外・エンジニアリング U 長 兼
ビジネスディビジョン長、Air Water India Private Limited 代表取締役社長
（旧 執行役員 産業カンパニー 海外事業部長、
Air Water India Private Limited 代表取締役社長）

小林 靖司

執行役員 ヘルス＆セーフティーG メディカルプロダクツ U 長 兼 医療事業部長
（旧 執行役員 医療カンパニー 医療事業部長）

４．理事の担当変更
黒子 多加志

理事 SDGs 事業推進室長 兼 SDGs 事業開発グループ長
（旧 上席執行役員 エネルギーソリューション推進室長）

５．部門長の異動
平井 信一

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ビジネスディビジョン長 兼 エアガス部長 兼 プラントガス部長
（旧 産業カンパニー 産業ガス関連事業部長 兼 産業ガス部長 兼 産業営業部長）

吉田 英明

デジタル＆インダストリーG 海外・エンジニアリング U
エンジニアリングディビジョン長
（旧 産業カンパニー エンジニアリング事業部長）

村上 雅孝

エネルギーソリューション G エネルギーU 長 兼
エネルギー関連事業部長 兼 電力事業部長、
Pacific Petro Import and Export Trading JSC 代表取締役社長
（旧 Pacific Petro Import and Export Trading JSC 代表取締役社長）

近藤 俊和

エネルギーソリューション G 事業開発部長 兼
エネルギーU エンジニアリング&ソリューション事業部長 兼 西日本営業部長
（旧 生活・エネルギーカンパニー エンジニアリング＆ソリューション事業部長 兼
西日本営業部長）
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坂本 泰宏

アグリ＆フーズ G アグリ U 長 兼 農業・食品研究所長
（旧 グループテクノロジーセンター ウェルネス開発センター(アグリ＆フーズ) CTO 兼
農業・食品研究所長）

岩本 康範

アグリ＆フーズ G 副フーズユニット長 兼 エア・ウォーターアグリ＆フーズ㈱取締役
（旧 エア・ウォーターアグリ＆フーズ㈱ 取締役）

越智 直樹

アグリ＆フーズ G 経営管理本部長 兼 事業企画本部長
（旧 農業・食品カンパニー マーケティング本部長）

岡田 正史

アグリ＆フーズ G 生産技術本部長
（旧 農業・食品カンパニー 生産技術本部 生産技術部長）

６．部長の異動
金澤 一成

デジタル＆インダストリーG 企画・管理部長
（旧 産業カンパニー 企画・管理部長）

中田 憲孝

デジタル＆インダストリーG エレクトロニクス U バルクガス部長
（旧 産業カンパニー エレクトロニクス事業部 バルクガス部）

古塩 淳

デジタル＆インダストリーG エレクトロニクス U 特殊材料部長
（旧 産業カンパニー エレクトロニクス事業部 特殊材料部長）

坂元 隆一

デジタル＆インダストリーG エレクトロニクス U 技術・環境・品質管理部長
（旧 産業カンパニー エレクトロニクス事業部 技術グループリーダー）

田口 雅宣

デジタル＆インダストリーG 企画管理部 担当部長 兼 機能材料 U 業務・システム部長
（旧 ケミカルカンパニー 企画本部 戦略・マーケティング部長）

江藤 久男

デジタル＆インダストリーG 機能材料 U マーケティング戦略部長
（旧 ケミカルカンパニー 企画本部 戦略・マーケティング部長）

田上 雄二

デジタル＆インダストリーG 機能材料 U 研究開発企画部長
（旧 ケミカルカンパニー 企画本部 研究開発企画部長）

鴻巣 実

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ビジネスディビジョン ガス関連装置部長 兼 ヘリウム特殊ガス部長
（旧 産業カンパニー 産業ガス関連事業部 産業機材・シリンダーガス部長）

廣川 生馬

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ビジネスディビジョン マーケティング戦略部長
（旧 産業カンパニー 産業ガス関連事業部 開発部長）

蛯子 一

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ビジネスディビジョン 業務・システム部長
（旧 産業カンパニー 産業ガス関連事業部 マーケティング・業務推進部長）

村田 則行

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ガスプロダクツディビジョン プロダクツ部長、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向
（旧 産業カンパニー ガスプロダクツセンター 部長 兼 プロダクツグループリーダー、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向）
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小南 隆治

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ガスプロダクツディビジョン 品質管理部長、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向
（旧 産業カンパニー ガスプロダクツセンター 担当部長、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向）

本郷 暁洋

デジタル＆インダストリーG インダストリアルガス U
ガスプロダクツディビジョン 物流管理部長、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向
（旧 産業カンパニー ガスプロダクツセンター 物流管理グループリーダー、
エア・ウォーター・ガスプロダクツ㈱兼務出向）

高木 陽一

エネルギーソリューション G エネルギーU 事業企画部長
（入社）

藤原 篤

エネルギーソリューション G エネルギーU 営業部長
（旧 生活・エネルギーカンパニー 営業部）

諸治 憲一

エネルギーソリューション G エネルギーU
エネルギー関連事業部 部長 兼 東日本営業部長
（旧 農業・食品カンパニー 管理本部）

草場 俊

エネルギーソリューション G 資源循環 U 事業企画部長 兼
グループテクノロジーセンター 事業戦略部長
（旧 グループテクノロジーセンター 事業戦略部長）

吉田 直之

ヘルス＆セーフティーG 企画・管理部長 兼 グループ企画室長
（旧 医療カンパニー 企画・管理部長）

中山 将行

ヘルス＆セーフティーG 市場開発部長
（旧 医療カンパニー マーケティング戦略部長）

村上 清徳

ヘルス＆セーフティーG 海外事業推進室長
（旧 医療カンパニー マーケティング戦略部）

真正 明史

ヘルス＆セーフティーG コンプライアンス部長
（旧 医療カンパニー 医療コンプライアンス部長）

西本 敬輝

ヘルス＆セーフティーG 品質安全部長
（旧 医療カンパニー 品質安全部長）

杉田 裕之

ヘルス＆セーフティーG メディカルプロダクツ U 医療事業部 医療ガス推進部長
（旧 医療カンパニー 医療事業部 医療ガス推進部長）

松本 丈志

ヘルス＆セーフティーG メディカルプロダクツ U 医療事業部
医療機器推進部長 兼 医療機器センター長
（旧 医療カンパニー 医療事業部 医療機器推進部長 兼 医療機器センター長）

笠原 良平

ヘルス＆セーフティーG メディカルプロダクツ U 医療事業部 在宅医療部長
（旧 医療カンパニー 医療事業部 在宅医療部長）
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梶間 健二

ヘルス＆セーフティーG メディカルプロダクツ U
医療事業部 システムソリューション部長
（旧 医療カンパニー 医療事業部 システムソリューション部長）

斎藤 孝直

ヘルス＆セーフティーG 防災 U セーフティー事業推進部長
（旧 エンジニアリングセンター 事業戦略部）

武内 幸祐

SDGs 事業推進室 環境推進グループ長
（旧 SDGs 推進室長）

堀

真峰

HR 戦略室 副室長 兼 人事グループ長
（旧 人事部 副部長 兼 関係会社グループリーダー）

長谷川 康浩 HR 戦略室 人事改革グループ長
（旧 人事部 HR 戦略グループリーダー）
以 上
【本件に関するお問合せ先】
◇ エア・ウォーター株式会社 広報・ＩＲ推進室 中井・石井
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2 丁目 12 番 8 号
TEL：06-6252-3966
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E-mail：info-h@awi.co.jp

