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2016 年 2 月 23 日 

各 位 

ＪＸ金属株式会社 

部長職の人事異動について 

ＪＸ金属株式会社（社長：大井滋）の部長職の人事異動について、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

（2016 年 4 月 1日付） 

氏 名 現 新 

森井 健次 総務部長 

（兼）総務部秘書室長 

磯原工場総務部長 

井関 崇夫 JX 金属ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 総務部長 

（兼）総務部秘書室長 

関本 邦夫 総務部 副部長 法務部長 

林 陽一 経営企画部長 経営企画部長 

（兼）経営企画部調査室長 

中村 重俊 経営企画部 主席参事 経営企画部 副部長 

橘 淳也 人事部 人事・労務担当課長 人事部 副部長 

（兼）人事・労務担当課長 

山本 真義 広報・CSR 部長 JX 金属(上海)企業管理有限公司 

楢崎 裕司 金属事業本部管理部 参事 広報・CSR 部長 

甲斐荘 敬司 環境安全部長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 環境安全部長

荒牧 惠明 日鉱金属(蘇州)有限公司 環境安全部長 

坂本 勝 技術開発本部管理部長 技術開発ｾﾝﾀｰ長 

池田 亮 環境ﾘｻｲｸﾙ事業本部技術部 主席技師 環境ﾘｻｲｸﾙ事業本部技術部長 

植村 寛周 環境ﾘｻｲｸﾙ事業本部営業部 

営業・海外原料担当課長 

環境ﾘｻｲｸﾙ事業本部営業部 副部長 

（兼）営業・海外原料担当課長 
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鈴木 章仁 電材加工事業本部薄膜材料事業部 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 液晶・磁性担当ﾕﾆｯﾄ長

電材加工事業本部薄膜材料事業部  

副事業部長 

（兼）電材加工事業本部薄膜材料事業部 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 液晶・磁性担当ﾕﾆｯﾄ長

熊谷 正志 電材加工事業本部薄膜材料事業部 

表面処理ﾕﾆｯﾄ長 

技術本部企画管理部 主席技師 

中村 正幸 電材加工事業本部薄膜材料事業部 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 半導体担当ﾕﾆｯﾄ長

電材加工事業本部薄膜材料事業部 

ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ 半導体担当ﾕﾆｯﾄ長

（兼）電材加工事業本部薄膜材料事業部

表面処理ﾕﾆｯﾄ長 

平田 章 JX ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 

人事部長 

監査役事務室長 

小松﨑 寛 日立事業所 副所長 

(兼)日立事業所総務部長 

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ株式会社

執行役員 総務部総務担当部長

八巻 徹夫 日立事業所 副所長 タツタ電線㈱

鈴木 義昭 JX 金属環境㈱ 日立事業所 副所長 

（兼）日立事業所 HMC 製造部長 

飯田 一彦 JX Nippon Mining &  Metals Philippines, 

Inc. 

日立事業所 副所長 

（兼）日立事業所銅箔製造部長 

山西 敬亮 日立事業所銅箔製造部長 JX Nippon Mining &  Metals Philippines, 

Inc. 

三田 朋尚 電材加工事業本部管理部 参事 日立事業所総務部長 

坂口 和彦 日立事業所銅箔製造部品質保証課長 日立事業所銅箔製造部品質保証担当部長 

（兼）日立事業所銅箔製造部品質保証課長 

延吉 良一 JX 金属ｺｲﾙｾﾝﾀｰ㈱ 日立事業所 NPM 推進部長 

福世 秀秋 磯原工場 副工場長 磯原工場長 

高垣 大輔 磯原工場 副工場長 北茨城精密加工㈱ 

鈴木 了 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 磯原工場 副工場長 

伊與田 能輝 磯原工場総務部長 倉見工場総務部長 

中村 祐一郎 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ磁性材ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 

杉原 省司 磯原工場設備技術部 副部長 磯原工場設備技術部長 

赤松 和弘 JX 金属ﾌｧｳﾝﾄﾞﾘｰ㈱ 

（兼）磯原工場製造第 3部記録材製造課長 

磯原工場製造第 3部記録材担当部長 

渡辺 宏昭 倉見工場長 日鉱金属(蘇州)有限公司 

佐藤 裕彦 倉見工場副工場長 倉見工場長 
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(注) ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱出向者の「（兼）」は、特段の注記がない限り、同社における兼務役職を示す 

以 上 

村岡 慶一 倉見工場製造部長 日鉱金属(蘇州)有限公司 

木村 寛司 磯原工場 主席技師 倉見工場製造部長 

（兼）倉見工場 NPM 推進部長 

（兼）倉見工場川崎分工場長 

加藤 哲 倉見工場技術部長 倉見工場 副工場長 

（兼）倉見工場技術部長 

（兼）倉見工場環境安全部長 

清水 英一 磯原工場設備技術部 主席技師 倉見工場設備技術部長 

矢澤 茂 倉見工場総務部長 JX 金属ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 

名畑 直樹 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部貴金属・ﾚｱﾒﾀﾙ担当部長

JX 金属探開㈱ 

香月 達也 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長

松ヶ崎 高穂 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部銅担当部長

(兼)営業部化成品担当部長

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部銅担当部長

(兼)台湾事務所長

(兼)ﾀｲ事務所長

松本 克久 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部物流担当部長

（兼）JX 金属㈱ 物流部長

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部化成品担当部長

上中 聖 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部物流担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部物流担当部長

（兼）JX 金属㈱ 物流部長

小島 直樹 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部銅担当 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

(兼)台湾事務所長

(兼)ﾀｲ事務所長

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

営業部貴金属・ﾚｱﾒﾀﾙ担当部長

今井 雅文 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

総務部長

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

総務部経理担当部長

甲斐 正二 JX ﾌﾟﾛｷｭｱﾒﾝﾄ㈱ ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 佐賀関製錬所 副所長

大坪 秀幸 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 佐賀関製錬所 副所長 日照港運㈱ 

佐々木 康勝 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 佐賀関製錬所技術部長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱ 佐賀関製錬所 副所長

(兼)佐賀関製錬所技術部長

久甫 望 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

佐賀関製錬所総務部 総務担当部長

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

佐賀関製錬所総務部 総務担当部長

(兼)佐賀関製錬所環境安全部長

森部 和徳 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

日比製煉所設備技術部 部長代理

ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱

日比製煉所設備技術部長

(兼)日比製煉所 TPM 推進部長


