人事異動の件 ご連絡
2020年2月28日

三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
2020年 4月 1日付
1. 人事異動の件（役員級人事）
2. 人事異動の件（上席理事、理事級人事）
3. 人事異動の件（部長級人事）

［本件に関するお問い合わせ先］
三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
総務部
ＴＥＬ 03-6262-0011
ＦＡＸ 03-5299-8300

1. 役員級人事（2020年 4月 1日付）
新

職

旧

職

代表取締役
取締役社長

営業本部長

【常務取締役退任】

継続職

常務取締役
オーナーズエンジニアリング本部長

名

佐久間 良介（さくま りょうすけ）

馬場 岳彦（ばば たけひこ）

常務取締役
プロジェクト第１本部長

プロジェクト第２本部長

氏

八幡 隆（やはた たかし）

【取締役退任】
戦略スタッフ室

取締役
生産技術センター長
生産技術センター 商品開発推進室長
（三菱ケミカル株式会社 生産技術部 機能商品）

古川 智行（ふるかわ のりゆき）

【取締役退任】
調達本部 企画管理室

取締役
調達本部長
調達本部 調達２部長

永井 正教（ながい まさみち）

プロジェクト第２本部長

【取締役退任】
営業本部 企画管理室

取締役

取締役
営業本部長
営業本部 企画管理室長
生産技術センター ＩｏＴ推進室

【取締役就任】
取締役

理事
（日化エンジニアリング株式会社 取締役）

【取締役就任】
取締役
オーナーズエンジニアリング本部長

（三菱ケミカル株式会社 理事役 設備技術部長）

須川 幸男（すがわ ゆきお）

西山 達也（にしやま たつや）

経理部長
(エムイーシーテクノ株式会社 取締役)
（菱洋國際工程股ｲ分有限公司 董事）

市川 宗弘（いちかわ むねひろ）

高島 正巳（たかしま まさみ）

2. 上席理事、理事級人事（2020年 4月 1日付）
新

職

【上席理事就任】
上席理事

旧

職

継続職

氏

名

理事

プロジェクト第１本部 医薬・化学プラント事業部長

伊藤 三喜男（いとう みきお）

理事
坂出事業所 エンジ部長

坂出事業所長
坂出事業所 企画管理グループマネジャー
坂出事業所 安全環境品質グループマネジャー

山岡 隆（やまおか たかし）

【上席理事就任】
上席理事

理事

水島事業所長
水島事業所 エンジ２部長
水島事業所 管理部長

宮田 典郎（みやた のりお）

【理事退任】
黒崎事業所長付

理事
黒崎事業所長
黒崎事業所 エンジ２部長

濱田 芳彰（はまだ よしあき）

【理事退任】
大竹事業所長付

理事
大竹事業所長
大竹事業所 エンジ２部長
大竹事業所 エンジ２部 プラントグループマネジャー

田中 秀実（たなか ひでみ）

【理事退任】
（三菱ケミカル株式会社 技術部 熊本工場
設備技術部 設計・工事管理）

理事
技術本部 技術管理室長
（三菱ケミカル株式会社 設備技術部 設備統括室）

金子 忠史（かねこ ただふみ）

【理事退任】
技術本部 技術管理室

理事
技術本部 副本部長

土肥 直樹（どひ なおき）

安全環境品質部長
内部統制推進室
（エムイーシーテクノ株式会社 品質・環境安全部）

四日市事業所長
四日市事業所 エンジ１部長

理事

齋藤 哲朗（さいとう てつろう）

プロジェクト第２本部 企画管理室長

プロジェクト第２本部 生産・ロジスティクス事業部長
プロジェクト第１本部 食品事業部

理事

山本 信行（やまもと のぶゆき）

プロジェクト第２本部 生産・ロジスティクス事業部長
プロジェクト第１本部 食品事業部

国際センター長
（菱洋國際工程股ｲ分有限公司 董事）

理事

田口 芳彦（たぐち よしひこ）

【上席理事就任】
上席理事

2. 上席理事、理事級人事（2020年 4月 1日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

名

プロジェクト第１本部副本部長
プロジェクト第１本部 食品事業部長

プロジェクト第１本部 食品事業部長

【理事就任】
理事
大竹事業所長
大竹事業所 エンジ２部長
大竹事業所 エンジ２部 プラントグループマネジャー

オーナーズエンジニアリング本部長付

和仁 紀之（わに のりゆき）

【理事就任】
理事
黒崎事業所長
黒崎事業所 エンジ２部長
黒崎事業所 安全環境品質グループマネジャー

オーナーズエンジニアリング本部 オーナーズエンジ２部長
（エムイーシーテクノ株式会社 取締役）

藤井 俊夫（ふじい としお）

理事

清水 正基（しみず まさき）

【理事就任】
理事

プロジェクト第１本部 設備管理事業部長

山中 史彦（やまなか ふみひこ）

【理事就任】
理事

技術本部 電計情報システム部長

吉田 一夫（よしだ かずお）

【理事就任】
理事
技術本部 技術管理室長
（三菱ケミカル株式会社 設備技術部 設備統括室）

技術本部 建築部長

中村 守康（なかむら もりやす）

【理事就任】
理事
生産技術センター長
生産技術センター 商品開発推進室長
（三菱ケミカル株式会社 生産技術部 機能商品）

生産技術センター長付

信原 一朗（のぶはら いちろう）

【理事就任】
理事
調達本部長

調達本部 調達１部長
調達本部 コストエンジニアリング室長
（三菱ケミカル株式会社 設備技術部 資材）

上森 茂弘（うわもり しげひろ）

総務部長
総務部 法務室長
監査役付
内部統制推進室
（エムイーシーテクノ株式会社 総務部）

【理事就任】
理事

【理事就任】
理事
四日市事業所長

黒崎事業所 エンジ１部長

井上 哲男（いのうえ てつお）

松井 利昌（まつい としあき）

3. 部長級人事（2020年 4月 1日付）
新

職

旧

職

継続職

氏

名

オーナーズエンジニアリング本部 オーナーズエンジ２部長
オーナーズエンジニアリング本部 企画管理室
（エムイーシーテクノ株式会社 取締役）

オーナーズエンジニアリング本部 企画管理室長

渡辺 貴（わたなべ たかし）

営業本部 企画管理室長
生産技術センター ＩｏＴ推進室

プロジェクト第２本部 企画管理室長

池内 一夫（いけうち かずお）

営業本部副本部長

営業本部 営業１部長

営業本部 営業２部長

梶沼 大路（かじぬま だいじ）

業務管理室長
（日化エンジニアリング株式会社 取締役）

経営企画室長
戦略スタッフ室長
生産技術センター ＩｏＴ推進室

大平落 嘉寛（おおひら よしひろ）

業務管理室長

安全環境品質部長
内部統制推進室
（エムイーシーテクノ株式会社 品質・環境安全部）

小瀬戸 慎治（こせど しんじ）

国際センター長
（菱洋國際工程股ｲ分有限公司 董事）

国際センター 企画管理室長

武原 弘明（たけはら ひろあき）

営業本部 営業１部長

営業本部 営業１部 副部長

中川 浩（なかがわ ひろし）

調達本部 調達１部長
調達本部 調達１部 外販グループマネジャー
（三菱ケミカル株式会社 設備技術部 資材）

調達本部 調達１部 外販グループマネジャー

落合 法之（おちあい のりゆき）

調達本部 調達２部長
調達本部 コストエンジニアリング室長
調達本部 調達２部 工事グループマネジャー

調達本部 調達２部 汎用機材グループマネジャー

波山 栄一（はやま えいいち）

