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２０２２年３月１７日 

                       エア・ウォーター株式会社 

 

主要人事異動に関するお知らせ  

  

当社は、2022 年 4 月 1 日付で実施する組織改革に伴い、同日付にて執行役員等の主要人事

異動について、下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。  

なお、組織改革の内容につきましては、本日発表の「組織改革に関するお知らせ」をご参照

ください。  

記 

 

１．執行役員の異動  

 

（１）執行役員の昇任（担当変更を含む）  

    

鹿嶋 健夫  専務執行役員 アグリ＆フーズグループ担当  兼  フーズユニット

長、エア・ウォーターアグリ＆フーズ㈱  代表取締役社長  

 （現  常務執行役員 農業・食品カンパニー長、  

   エア・ウォーターアグリ＆フーズ㈱  代表取締役社長）  

    

水野 和也  専務執行役員 デジタル＆インダストリーグループ担当  

兼 機能材料ユニット長  

 （現  常務執行役員 ケミカルカンパニー長  兼  企画本部長、  

SIC 事業部管掌）  

       

原  圭太  専務執行役員 グループテクノロジーセンター長  

       兼  エネルギーソリューショングループ担当  

 （現  常務執行役員 グループテクノロジーセンター長）  

    

和辻  徹  専務執行役員 ヘルス＆セーフティーグループ担当  

 

 （現  上席執行役員 医療カンパニー長）  

        

松山 岳之  常務執行役員 デジタル＆インダストリーグループ  

エレクトロニクスユニット長  

 （現  上席執行役員 産業カンパニー  エレクトロニクス事業部長） 
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（２）執行役員の担当変更  

 

田中 耕治  常務執行役員 デジタル＆インダストリーグループ  

インダストリアルガスユニット長  

 （現  常務執行役員 産業カンパニー  ガスプロダクツセンター長  

           兼 オンサイト事業部担当）  

 

飯田  剛  執行役員 デジタル＆インダストリーグループ  

 

 （現  執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部長）  

  

末長 純也  執行役員 エネルギーソリューショングループ  

資源循環ユニット長  

 （現  執行役員 グループテクノロジーセンター  地球環境システ  

ム開発センター（グリーンエネルギー）CTO）  

 

植村 純一  執行役員 グループテクノロジーセンター  

 

 （現 執行役員 グループテクノロジーセンター  

地球環境システム開発センター（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ＆ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ）CTO）  

         

道谷 一夫  執行役員 デジタル＆インダストリーグループ  

海外・エンジニアリングユニット長、  

Air Water India Private Limited 代表取締役社長  

 （現 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）  

     

（３）執行役員の新任  

    

尾上 英俊  常務執行役員 ヘルス＆セーフティーグループ  

コンシューマーヘルスユニット長、  

       エア・ウォーター・ゾル㈱  代表取締役社長  

 （現 エア・ウォーター・ゾル㈱  代表取締役社長）  

 

山本 智幸  執行役員 ヘルス＆セーフティーグループ 防災ユニット長、  

     エア・ウォーター防災㈱  取締役会長  

 （現 エア・ウォーター防災㈱  取締役会長）  

   

小林 靖司  執行役員 ヘルス＆セーフティーグループ  

メディカルプロダクツユニット長  

 （現 医療カンパニー 医療事業部長）  
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（４）執行役員の退任  

    

金澤 正博  会長付顧問  

 （現   執行役員副社長 海水カンパニー長）  

 

塩見 由男  会長付顧問  

 （現 執行役員副社長 産業カンパニー長）  

 

 

梶原 克己  会長付顧問  

 （現 専務執行役員 生活・エネルギーカンパニー長）  

 

   

杉山  清  退任（任期満了）  

 

 （現  上席執行役員 農業・食品カンパニー 生産技術本部長）  

 

 

頭金 孝仁  退任（任期満了）  

 

 （現  執行役員 農業・食品カンパニー 管理本部長  

 兼  グループ管理部長）  

 

 

２．グループ執行役員の異動  

 

（１）グループ執行役員の新任  

 

堤  英雄  グループ執行役員 AW プロフェッショナルサービス㈱  

          代表取締役社長  

 （現  専務執行役員 ＳＤＧｓ推進担当）  

 

加藤 保宣  グループ執行役員  エア・ウォーター北海道㈱  代表取締役社長  

 

 （現  常務執行役員 人事部長）  
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道志 年章  グループ執行役員 エア・ウォーター西日本㈱  代表取締役社長  

 

 （現  常務執行役員 エア・ウォーター西日本㈱  代表取締役社長） 

      

田中  豪  グループ執行役員 エア・ウォーター東日本㈱  代表取締役社長  

 

 （現  常務執行役員 エア・ウォーター東日本㈱  代表取締役社長） 

 

 

北川 裕二  グループ執行役員 ㈱ホクエイ  代表取締役社長  

 

 （現  常務執行役員 エア・ウォーター北海道㈱  代表取締役社長） 

 

 

（２）グループ執行役員の退任  

 

向出 敏行  会長付顧問  

 

 （現 グループ執行役員 エア・ウォーター物流㈱  取締役会長）  

 

３．理事の異動  

     

コーポレート部門の上位職務を担う「理事」職を新たに設ける。  

 

理事の新任  

 

光村 公介  理事 CSR 推進室長  

 （現 常務執行役員 CSR センター長  

兼 コンプライアンスグループ長）  

  

豊永 昭弘  理事 管理改革推進委員 連結管理室担当  

 

 （現 常務執行役員 グループマネージメントアドバイザリー部長  

兼  税務グループリーダー）  

    

今井 孝至  理事 管理改革推進委員 法務・ガバナンス室担当  

 （現 上席執行役員 グループコーポレートガバナンス部長）  
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井上  喜久栄  理事 HR 戦略室長  

 

 （現 上席執行役員 広報・ＩＲ部長）  

 

 

新井 克彦  理事 管理改革推進委員 経営企画室担当  

 

 （現 上席執行役員 グローバルマネジメント室長）  

 

 

永井 清隆  理事 管理改革推進委員 財務戦略室担当  

 

 （現 上席執行役員 グループファイナンスストラテジー部長  

兼  財務グループリーダー）  

   

重藤 順子  理事 CSR 推進室 監査グループ長  

 

 （現 上席執行役員 CSR センター 監査グループ長）  

 

   

中井 康市  理事 広報・IR 推進室 広報グループ長  

 （現 執行役員 広報・ＩＲ部  担当部長）  

 

   

稲垣 雄一  理事 DX 推進室長、AW デジタル㈱代表取締役社長  

 

 （現 執行役員 業務革新本部  副本部長 兼 IT 担当  

兼 業務革新本部  デジタルイノベーション推進室長）  

 

山﨑 淳弘  理事 管理改革推進委員 広報・IR 推進室担当  

 

 （現  執行役員 グループコーポレートプランニング部担当）  

 

      

右城  望  理事 調達室長  

 （現  グループ調達室長）  
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４．部門長の異動   

 

岡田 恭宗  物流改革推進室長  

 （現  エア・ウォーター物流㈱  取締役）  

 

     

村上 雅孝  エネルギーソリューショングループ エネルギーユニット長、  

Pacific Petro Import and Export Trading JSC 代表取締役社長  

 （現  Pacific Petro Import and Export Trading JSC 

代表取締役社長）  

      

石川 直由  ヘルス＆セーフティーグループ サービスユニット長、  

エア・ウォーター・メディエイチ㈱  取締役会長  

 （現  エア・ウォーター・メディエイチ㈱  取締役会長）  

 

         

坂本 泰宏  アグリ＆フーズグループ アグリユニット長  

 （現  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・食品カンパニー  農業・食品研究所長）  

         

 

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部 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   E-mail：info-h@awi.co.jp 


