
2016年2月25日

三菱化学株式会社
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組織変更ならびに人事異動等について
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Ⅰ．組織変更(2016年4月1日付）

1．変更の内容

① 機能化学本部に、新たに「機能性無機事業推進室」を設置する。
② 機能化学本部　スペシャリティケミカルズ第２事業部を「ファインケミカル事業部」に名称を変更する。
　

2．変更の趣旨

① 触媒・ゼオライト事業は食品・溶剤回収等の既存分野に加えてバイオエタノール他、新規分野での事業展開が見込まれることから、機能化学本部
に「機能性無機事業推進室」を新設し、これまで機能化学本部機能化学企画室にて推進してきたゼオライト膜を中心とする機能性無機材料事業
の一層の強化・推進を図る。

② 現在、スペシャリティケミカルズ事業部及びスペシャリティケミカルズ第２事業部が所管している事業・製品群について、所管製品の一部組み替え
を実施する。具体的には、顧客の製造プロセスの中で機能材料に変換されるファインケミカル製品群を現スペシャリティケミカルズ第２事業部にて
所管することを基本とし、事業戦略のより一層の明確化及び事業運営の強化・効率化を図る。かかる見直しを踏まえ、同事業部の名称をファイン
ケミカル事業部に改称する。

これまで石化基盤事業室は、石化構造改革の１つである鹿島１基化体制・フル稼働化を推進し、さらに旭化成ケミカルズ株式会社との水島エチレン
センター統合及び統合新社設立の準備を実施してきた。今般、2016年4月に統合新社である三菱化学旭化成エチレン株式会社が発足することに伴
い、同室を廃止し、同室が所管していた石化基盤本部内の調整・企画・検討等の機能を石化企画部へ移管し、効率的な運営を図ることとする。

(2)機能化学本部関係

(1)石化基盤本部関係

(2)機能化学本部関係
石化基盤本部　石化基盤事業室を廃止し、一部機能を石化企画本部　石化企画部に移管する。

(1)石化基盤本部関係
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石化基盤本部 ポリオレフィン事業室 黒崎事業所
石化原料事業部 四日市事業所
ユーティリティー部 水島事業所

鹿島事業所
坂出事業所

化学品本部 ＥＯＧ・エタノール事業部
オキソ・アクリレート事業部 技術部
Ｃ４ケミカル事業部 筑波事業所
テレフタル酸部
石化営業統括部

ポリマー本部 ポリエステル事業部
フェノール・ポリカーボネート事業部 設備技術部
機能性樹脂事業部 環境安全・品質保証部
サステイナブルリソース事業部 RC監査室

プロセス安全工学室
石化企画本部 石化企画部 化学品管理室

ナレッジビジネス推進室
石化研究開発室 マーケティング室
石化技術部

大阪支社
中部支社
九州支社

情報電子本部 情報電子企画室 北海道支店
有機ＥＬ事業推進室
OPV事業推進室
診断機器部材事業推進室 経営戦略部門 経営企画室
ディスプレイマテリアルズ事業部 ＲＤ戦略室
半導体マテリアルズ事業部 知的財産部
イメージング事業部 情報システム部
ＬＥＤマテリアルズ事業部

筑波工場 内部統制推進部
監査室

総務部
機能化学本部 機能化学企画室 人事部

植物工場事業推進室 人材・組織開発部
機能性無機事業推進室 経理部
食品機能材部 購買部
スペシャリティケミカルズ事業部 業務革新室
ファインケミカル事業部

吉富工場
イオン交換樹脂事業部

電池本部 電池企画室
電池機材事業部

炭素本部 炭素企画室
炭素事業部

下線部が変更点

2016年4月１日
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Ⅱ. 役員関係人事 （2016年4月1日付）

1. 取締役

(1) 取締役の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽石化基盤本部　ポリオレフィン事業室長
　日本ポリケム株式会社　取締役社長

取締役常務執行役員　石化基盤本部長
兼　石化企画本部長

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

(2) 取締役の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽代表取締役　技術部長 鹿島事業所長 常務執行役員
植田　章夫
（ウエダ　アキオ）

▽取締役 常務執行役員　機能化学本部長
和賀　昌之
（ワガ　マサユキ）

(3) 取締役の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽（代表取締役退任　執行役員退任） 代表取締役　専務執行役員
株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役専務
大陽日酸株式会社　取締役

唐津　正典
（カラツ　マサノリ）

4 / 9



Ⅱ. 役員関係人事 （2016年4月1日付）

2. 執行役員

(1) 執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

▽鹿島事業所長 四日市事業所長 常務執行役員
大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

▽四日市事業所長
技術部長
兼　石化企画本部　石化技術部長

執行役員
上南　善生
（ウエミナミ　ヨシオ）

▽情報電子本部　情報電子企画室長 執行役員　情報電子本部長
勝呂　芳雄
（カツロ　ヨシオ）

▽ 炭素本部　炭素事業部長 執行役員　炭素本部長
西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）

▽化学品本部　石化営業統括部長 執行役員　化学品本部長
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

▽経営戦略部門　RD戦略室長
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員　R&D戦略室長

株式会社三菱化学科学技術研究センター　取締役社長 執行役員
村山　英樹
（ムラヤマ　ヒデキ）

(2) 執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

▽執行役員 理事 経営戦略部門　経営企画室長
半田　繁
(ハンダ　シゲル）

▽執行役員　黒崎事業所長 理事　黒崎事業所　管理部長
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）

(3) 執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽（執行役員退任）
　関西熱化学株式会社　社長付

執行役員　黒崎事業所長
小林　英信
（コバヤシ　ヒデノブ）

▽（執行役員退任）
　株式会社三菱化学テクノリサーチ　取締役社長

執行役員　経営戦略部門　RD戦略室長
八島　英彦
（ヤシマ　ヒデヒコ）
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Ⅲ. 人事異動 （2016年4月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

▽理事 石化基盤本部　石化原料事業部長
荒川　義貴
（アラカワ　ヨシタカ）

▽石化企画本部　石化技術部長
石化基盤本部　ユーティリティ部長
兼　石化企画本部　石化企画部長

赤澤　誠司
（アカザワ　セイジ）

▽ 機能化学本部　イオン交換樹脂事業部長
理事　機能化学本部　機能化学企画室長
兼　機能化学本部　食品機能材部長

稲見　英紀
（イナミ　ヒデノリ）

▽機能化学本部　機能性無機事業推進室長 機能化学本部　機能化学企画室　グループマネジャー
垣内　博行
（カキウチ　ヒロユキ）

▽理事 機能化学本部　スペシャリティケミカルズ事業部長
江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽機能化学本部　ファインケミカル事業部長 黒崎事業所　機能化学生産センター長
井上　慶司
（イノウエ　ケイジ）

▽機能化学本部　イオン交換樹脂事業部長 機能化学本部　スペシャリティケミカルズ第２事業部長
香春　光千夫
（カハル　ミチオ）

▽理事 電池本部　電池企画室長
北田　裕二
（キタダ　ユウジ）

▽炭素本部　炭素企画室長 坂出事業所　RC推進部長
蒲田　篤
（カバタ　アツシ）

▽理事　炭素本部　炭素事業部長 炭素本部　炭素企画室長
飯田　仁
（イイダ　ジン）
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Ⅲ. 人事異動 （2016年4月1日付）

1. ライン部長級以上（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽大阪支社長
　兼　九州支社長

中部支社長
兼　化学品本部　石化営業統括部長

野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

▽中部支社長 三菱化学インディア社　取締役社長
横尾　憲二
（ヨコオ　ケンジ）

▽内部統制推進部　監査室
大阪支社長
兼　九州支社長

理事
土居　直樹
（ドイ　ナオキ）

▽株式会社三菱化学科学技術研究センター　取締役社長
　株式会社MCHC　R&Dシナジーセンター　取締役社長

四日市事業所　開発研究所長 理事
森田　真
（モリタ　マコト）

▽（理事退任）
　株式会社三菱化学テクノリサーチ　取締役

理事　情報電子本部　情報電子企画室長
有川　峯幸
（アリカワ　ミネユキ）

▽理事
エムシーシー・ピーティーエー・アジアパシフィック社　取締役社長
兼　三菱化学シンガポール社　取締役社長

筑本　学
（チクモト　マナブ）

▽三菱化学インディア社　取締役社長 マイテックス・ポリマーズ・インディア社　取締役社長
永木　嗣也
（ナガキ　ツグヤ）

▽日本ポリプロ株式会社　取締役社長
石化基盤本部　ポリオレフィン事業室長
日本ポリケム株式会社　取締役社長

宮坂　正之
（ミヤサカ　マサユキ）

▽石化企画本部　石化企画部　プロジェクトマネジャー
石化基盤本部　石化基盤事業室長
兼　西日本エチレン有限責任事業組合　職務執行者（代表者）

佐藤　平吾
（サトウ　ヘイゴ）

▽理事 人事部　グループマネジャー
金丸　光一郎
（カネマル　コウイチロウ）

▽理事 経理部　グループマネジャー
小久保　弘之
（コクボ　ヒロユキ）
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Ⅳ．各執行役員の分担（2016年4月1日付）

執行役員 分担

植田常務執行役員 技術部、設備技術部、環境安全・品質保証部
　　技術部長 化学品管理室

岡本常務執行役員 化学品本部、ポリマー本部
　　石化基盤本部長　兼　石化企画本部長

吉村常務執行役員 大阪支社、中部支社、九州支社、北海道支店
　　経営戦略部門長　兼　マーケティング室長

田中常務執行役員 内部統制推進部、人事部、人材・組織開発部
　　コンプライアンス推進統括執行役員
　　総務部長

西谷執行役員 購買部、業務革新室

下線部が変更点
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Ⅴ. グループ会社社長人事 （2016年4月1日付）

グループ会社 新職 旧職 継続職 氏名

退任
（日本ポリプロ株式会社　取締役社長に就任）

取締役社長
宮坂　正之
（ミヤサカ　マサユキ）

取締役社長（*1)
三菱化学株式会社　取締役常務執行役員
　石化基盤本部長　兼　石化企画本部長

岡本　純一
（オカモト　ジュンイチ）

退任（同社顧問に就任） 取締役社長
鈴木　龍男
（スズキ　タツオ）

取締役社長 日本ポリケム株式会社　取締役社長
宮坂　正之
（ミヤサカ　マサユキ）

退任
（三菱化学株式会社　執行役員　経営戦略部門　RD戦略室長
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　執行役員　R&D戦略室長
  に就任）

取締役社長
村山　英樹
（ムラヤマ　ヒデキ）

取締役社長(*2) 三菱化学株式会社　四日市事業所　開発研究所長
森田　真
（モリタ　マコト）

退任（同社顧問に就任） 取締役社長
池本　一彦
（イケモト　カズヒコ）

取締役社長
三菱化学株式会社　執行役員
　経営戦略部門　RD戦略室長

八島　英彦
（ヤシマ　ヒデヒコ）

退任（同社顧問に就任） 取締役社長
山本　治
（ヤマモト　オサム）

取締役社長 三菱化学株式会社　坂出事業所　管理部長
柿倉　栄作
（カキクラ　エイサク）

退任（同社顧問に就任） 取締役社長
鷲見　富士雄
（スミ　フジオ）

取締役社長 取締役常務執行役員
藤田　勝民
（フジタ　マサヒト）

*1　同日付で三菱化学株式会社　石化基盤本部　ポリオレフィン事業室長を兼任
*2　同日付で株式会社MCHC R&Dシナジーセンター　取締役社長を兼任

株式会社ロンビック

日本ポリプロ株式会社

日本ポリケム株式会社

株式会社三菱化学テクノリサーチ

三菱化学ハイテクニカ株式会社

株式会社三菱化学科学技術研究センター
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