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2020 年 2 月 27 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：村山誠一）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 

 

（2020 年 4 月 1日付） 

氏 名 現 新 

加藤 琢已 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

機能材料事業部副事業部長 

（兼）機能材料事業部管理部長 

（兼）機能材料事業部銅箔ﾕﾆｯﾄ長 

JX 金属ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 

鈴木 義昭 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所長 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部副事業部長 

（兼）金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部ﾘｻｲｸﾙ技術部長 

 

氏 名 現 新 

小野 卓哉 経理財務部主席参事 

 

経理財務部主席参事 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱総務部経理担当

部長 

小野 俊之 技術開発ｾﾝﾀｰ長 

 

JX ﾘｻｰﾁ㈱ 

佐藤 修 ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部管理部副部長 ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部管理部長 

佐藤 利秋 技術本部技術戦略部主席参事 技術本部技術戦略部 LiB ﾘｻｲｸﾙ事業推進室長 

吉江 隆 ﾁﾘ事務所副所長 JX Nippon Mining & Metals Chile SpA 

正木 信晴 金属事業部管理部長 

（兼）資源事業部管理部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱資源事業部管

理担当部長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部管理部長 

 

橋内 文生 金属事業部製錬部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱製錬部長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部製錬技術部長 

松ヶ崎 高穂 環境ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱原料部長 

池田 亮 環境ﾘｻｲｸﾙ事業部技術部長 JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所ﾘｻｲｸﾙ部長 

（兼）佐賀関製錬所ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室長 

今井 雅文 環境ﾘｻｲｸﾙ事業部管理部長 金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部管理部主席参事 

内藤 浩 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ長 機能材料事業部管理部長 

（兼）機能材料事業部銅箔ﾕﾆｯﾄ長 

戸上 一郎 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ事業

推進担当副ﾕﾆｯﾄ長 

機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ長 

上原 正吉 機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ主席

参事 

（兼）倉見工場生産管理部副部長 

機能材料事業部圧延・加工材料ﾕﾆｯﾄ事業推

進担当副ﾕﾆｯﾄ長 

（兼）倉見工場生産管理部副部長" 

相場 玲宏 機能材料事業部市場開発部主席技師 技術開発ｾﾝﾀｰ長 

小室 光平 薄膜材料事業部管理部主席参事 薄膜材料事業部管理部長 
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秋月 紀行 薄膜材料事業部ﾀｰｹﾞｯﾄﾕﾆｯﾄ主席参事 薄膜材料事業部表面処理ﾕﾆｯﾄ長 

中里 憲雄 薄膜材料事業部表面処理ﾕﾆｯﾄ長 JX 金属商事㈱ 

中村 重俊 資源事業部管理部副部長 資源事業部管理部長 

五月女 夏樹 資源事業部管理部副部長 

（兼）金属事業部管理部副部長 

資源事業部管理部副部長 

山口 潔人 資源事業部技術部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱資源事業部技

術担当部長 

資源事業部技術部長 

（兼）資源事業部調査・開発部長 

堀江 周 資源事業部技術部技術担当課長 資源事業部調査・開発部副部長 

香月 達也 資源事業部調査・開発部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱資源事業部調

査・開発担当部長 

JX 金属ｴｺﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 

岡部 岳夫 磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 磯原工場副工場長 

（兼）磯原工場製品開発ｾﾝﾀｰ長 

松井 浩 磯原工場環境安全部副部長 磯原工場環境安全部長 

山越 康廣 磯原工場製造第 2 部長 磯原工場副工場長 

（兼）磯原工場製造第 2部長 

杉原 省司 磯原工場設備技術部長 倉見工場設備技術部長 

高見 英生 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副ｾﾝﾀｰ長 

平田 章 日立事業所副所長 

（兼）日立事業所総務部総務担当部長 

日立事業所副所長 

（兼）日立事業所総務部長 

大加 康博 日立事業所総務部調達担当部長 ﾀﾂﾀ電線㈱ 

木村 寛司 倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場生産管理部長 

倉見工場副工場長 

（兼）倉見工場 NPM・IoT 推進部長 

郷原 毅 倉見工場製造部長 

（兼）倉見工場 NPM・IoT 推進部長 

ﾀﾝﾀﾙ・ﾆｵﾌﾞ事業部技術部主席技師 

泉 千尋 倉見工場製造部製造第 2課第 3 圧延担当

課長 

倉見工場製造部長 

清水 英一 倉見工場設備技術部長 磯原工場設備技術部長 

武田 寛毅 倉見工場生産管理部主席技師 倉見工場生産管理部長 

宮部 修次 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所安全担

当主任技師 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所環境安全部長 

鈴木 雅文 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所環境安

全部長 

（兼）佐賀関製錬所 NPM 推進部長 

JX 金属三日市ﾘｻｲｸﾙ㈱ 

荒金 孝行 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ推進室長 

ﾚｲｽﾞﾈｸｽﾄ㈱ 

岩波 俊二 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱原料部長 

（兼）営業部物流担当部長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部営業部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱物流部長 

高橋   渉 Pan Pacific Copper Chile SpA 

（兼）ﾁﾘ事務所副所長 

JX Nippon Mining & Metals Chile SpA 

本村 竜也 日韓共同製錬㈱ JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所製造部 製錬・硫

酸・動力担当副部長 

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

部長 

（兼）日比製煉所 TPM 推進部長 

東邦ﾁﾀﾆｳﾑ㈱ 

藤井 裕修 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱日比製煉所副所長 

（兼）日比製煉所総務部長 

（兼）日比製煉所基盤強化推進室長 

ﾀﾂﾀ電線㈱ 

亀谷 敏博 日比共同製錬㈱ ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱業務部長 

青木 威尚 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱環境安全部長 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱総務部総務担当ｼﾆｱﾏﾈｰ

ｼﾞｬｰ 
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大久保 周史 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所設備技

術部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所副所長 

（兼）佐賀関製錬所設備技術部長 

（兼）佐賀関製錬所 NPM 推進部長 

上中  聖 ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱佐賀関製錬所技術部 

主席参事（兼）佐賀関製錬所ﾘｻｲｸﾙ部長 

JX 金属製錬㈱佐賀関製錬所技術部 

主席参事 

(注) ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱および JX 金属製錬㈱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 

 

（2020 年 5 月 1日付） 

氏 名 現 新 

小野 卓哉 経理財務部主席参事 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱総務部経理担

当部長 

金属・ﾘｻｲｸﾙ事業部管理部副部長 

（兼）ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｶｯﾊﾟｰ㈱総務部経理担当

部長 

 

以 上 

 


