
人事異動・組織変更の件ご連絡

三菱化学株式会社

平成21年2月23日
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Ⅰ．組織変更（平成２１年４月１日付）

 【１】．改正内容 　　
１．「ＥＯＧ・界面活性剤事業部」と「エタノール事業部」を統合し「ＥＯＧ・エタノール事業部」とする。
２．「機能化学本部　ＥＬ薬品事業部」を情報電子本部に移管し、「情報電子本部 ＥＬ薬品事業部」とする。
３．「機能商品開発・管理部門」及び「機能商品開発・管理部門 技術管理室」を廃止する。
   　 また、｢機能商品開発・管理部門 管理部」を「機能商品管理部」に改称する。
４．「ＯＰＶ事業推進室」を新設する。
５．「知的財産部　契約・ライセンス室」を廃止する。

【２】．改正の趣旨
１． エタノール事業については、２００８年４月に日本エタノール社を当社に統合し、自ら事業を行う体制
     とした。今後は事業運営の効率化や他部門とのシナジーを含め、より一層の事業強化を進めていく。
２．「ＥＬ薬品事業部」については、そのマーケットの特性、製品の特質等も踏まえ、情報電子本部に移管する。
３．「技術管理室」の機能を各本部等に移管することに伴い、同室を廃止する。
４．７大育成事業の一つである太陽電池については、これまでイノベーションセンターを中心にＲ＆Ｄ及び
　　マーケティングを取り進めているが、具体的に先駆ビジネスを推進する段階に入ってきており、今般
　　「ＯＰＶ事業推進室」を新設することで、先駆事業推進体制をより明確に位置づけ、有機太陽電池事業
　　の早期立ち上げを加速する。
５．知的財産部と一体化し運営を効率化する観点から「契約・ライセンス室」を発展的に解消する。



Ⅱ　役員関係人事（平成２１年３月１日付）
執行役員の退任

新職 旧職 継続職 氏　名

▽（執行役員退任）
　 児玉化学工業株式会社　顧問
   ※本年６月同社定時総会で
　　 同社社長就任予定

執行役員
自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ長

石井　健(ｲｼｲ ｹﾝ)

Ⅲ　人事異動（平成２１年３月１日付）
ライン部長以上

新職 旧職 継続職 氏　名

▽自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ長 理事　中部支社長 小林　裕和(ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ)



Ⅳ　役員関係人事（平成２１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

▽機能商品技術部長 技術・生産ｾﾝﾀｰ長 代表取締役常務執行役員 宇野  研一(ｳﾉ ｹﾝｲﾁ)

▽(執行役員退任)
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     常務執行役員

常務執行役員
取締役
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     取締役

高下　悦仁郎(ｺｳｹﾞ ｴﾂｼﾞﾛｳ)

▽(執行役員退任)

常務執行役員
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 常務執行役員
　　 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員

取締役
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     取締役

馬場　敦(ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ)

２．執行役員
（１）執行役員の退任

新職 旧職 継続職 氏　名

▽(執行役員退任)
  顧問

常務執行役員
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 常務執行役員
　兼 三菱樹脂株式会社 取締役

新國　時生(ﾆｲｸﾆ ﾄｷｵ)

▽(執行役員退任)
　顧問

執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ 黒崎事業所長

清木　俊行(ｾｲｷ ﾄｼﾕｷ)

▽(執行役員退任)
  株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　常務執行役員
　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員

執行役員 内部統制推進部長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 執行役員

兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
   内部統制推進室長

津田　登(ﾂﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ)

▽（執行役員退任）
  ﾀﾞｲﾔﾘｯｸｽ株式会社 社長就任予定

執行役員 総務部長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 執行役員 総務室長

藤澤　晃一(ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ)

▽(執行役員退任)
　株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　執行役員
  ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室（加工技術担当）
　兼 三菱樹脂株式会社 執行役員
     (商品開発所管)

執行役員 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長
  兼 株式会社三菱化学科学技術研究ｾﾝﾀｰ
　 　社長

山本　巌(ﾔﾏﾓﾄ ｲﾜｵ)



（２）執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏　名

▽常務執行役員
　兼 石化企画管理部門長

執行役員 化学品本部長 ﾎﾟﾘﾏｰ本部長 石塚　博昭(ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ)

▽常務執行役員
　鹿島事業所長　※

執行役員
技術・生産ｾﾝﾀｰ 鹿島事業所長

梶原　泰裕(ｶｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ)

兼 機能商品開発・管理部門長
常務執行役員 機能化学本部長
　兼 食品機能材部長

露木　滋(ﾂﾕｷ ｼｹﾞﾙ)

▽ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室
　　（R&D及びIP担当）

技術・生産ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長
　兼 同ｾﾝﾀｰ 技術部長
　兼 同ｾﾝﾀｰ 企画調整部長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室（技術担当）

執行役員
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     執行役員

池浦　富久(ｲｹｳﾗ ﾄﾐﾋｻ)

▽化学品本部長
石化企画管理部門長
  兼 ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門長

執行役員 梅葉　芳弘(ｳﾒﾊ ﾖｼﾋﾛ)

▽ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員
人事部長
　兼 人権室長

執行役員
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     執行役員
　　 ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室(人事･組織担当)

大平　教義(ｵｵﾋﾗ ﾉﾘﾖｼ)

▽
広報・ＩＲ室長
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 広報・IR室長

執行役員
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     執行役員

奥川　隆生(ｵｸｶﾞﾜ ﾀｶｵ)

▽ＯＰＶ事業推進室長
　兼 三菱樹脂株式会社
　　 新規事業推進部

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄPV 執行役員 星島　時太郎(ﾎｼｼﾞﾏ ﾄｷﾀﾛｳ)

※技術・生産ｾﾝﾀｰ廃止については、平成20年12月26日付にて発表済み



３．各執行役員の分担（平成２１年４月１日付）

石塚　博昭 常務執行役員 石化基盤本部、化学品本部、ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門、石化開発部門

露木　滋 常務執行役員 情報電子本部、機能商品管理部

宇野　研一 常務執行役員 技術部、設備技術部、環境安全・品質保証部

吉村　章太郎 常務執行役員 ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営室、広報・IR室（IR）、内部統制推進部（J-SOX）、経理部

奥川　隆生 執行役員 ＯＰＶ事業推進室、自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ、
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部、広報・ＩＲ室（広報）

大平　教義 執行役員 内部統制推進部（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ﾘｽｸ管理、CSR）、総務部、
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進統括執行役員 人事部、人材・組織開発部

唐津　正典 執行役員 購買・物流部

池浦　富久 執行役員 知的財産部

越智　仁 執行役員 情報ｼｽﾃﾑ部

*下線部が新規

執行役員 分担



Ⅴ　人事異動（平成２１年４月１日付）
（１）ライン部長以上

新職 旧職 継続職 氏　名

▽技術部長
  兼 石化企画管理部門 石化技術部長

技術・生産ｾﾝﾀｰ 水島事業所
企画管理部長

理事 植田　章夫(ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ)

▽兼 九州支社長 理事 大阪支社長 占部　博(ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｼ)

▽内部統制推進部長 上海事務所長 理事 遠藤　正志(ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ)

▽黒崎事業所長　※ 技術・生産ｾﾝﾀｰ 黒崎事業所副事業所長 理事 鈴木　龍男(ｽｽﾞｷ ﾀﾂｵ)

▽ 兼 石化技術企画室長 理事 石化開発部門長 森　知行(ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ)

▽情報電子本部 ﾌｫｽﾌｧｰ事業部長
情報電子本部 ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業部
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

石渡　俊男(ｲｼﾜﾀﾘ ﾄｼｵ)

▽情報ｼｽﾃﾑ部長
株式会社菱化ｼｽﾃﾑ
ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ事業部長

岩崎　隆(ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ)

▽石化企画管理部門 企画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室長
日本ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ株式会社
企画管理部長

岡本　純一(ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ)

▽総務部長
  兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 総務室長

総務部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     総務室ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

片山　博史(ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ)

▽化学品本部 ＥＯＧ・ｴﾀﾉｰﾙ事業部長 化学品本部ＥＯＧ・界面活性剤事業部長 兼 化学品事業室長 末延　幸辰(ｽｴﾉﾌﾞ ﾕｷﾀﾂ)

▽炭素本部 炭素企画室長
炭素本部 炭素事業部
坂出事業所 管理部長

十亀　信吾(ｿｶﾞﾒ ｼﾝｺﾞ)

※技術・生産ｾﾝﾀｰ廃止については、平成20年12月26日付にて発表済み



ライン部長以上（前頁つづき）
新職 旧職 継続職 氏　名

▽兼 上海事務所長
三菱化学香港社社長
  兼 三菱化学(中国)商貿有限公司董事長
  兼 同社 総経理

園田　孝一(ｿﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ)

▽広報・ＩＲ室長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 広報・ＩＲ室長

広報・ＩＲ室ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 広報・ＩＲ室ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

高阪　肇(ﾀｶｻｶ ﾊｼﾞﾒ)

▽機能商品管理部長 機能商品開発・管理部門 管理部長 高田　和紀(ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ)

▽ﾎﾟﾘﾏｰ本部 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ﾅｲﾛﾝ事業部長
自動車関連事業推進ｾﾝﾀｰ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ

寺島　明彦(ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋｺ)

▽設備技術部長 技術・生産ｾﾝﾀｰ 設備技術部 藤本　英昭(ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ)

▽石化開発部門 石化開発室長
石化開発部門 石化研究ｾﾝﾀｰ
ﾌｪﾉｰﾙ・BPA技術開発室長

藤原　英幸(ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ)

▽人事部長
　兼 人権室長
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
　　 ＣＥＯオフィス部長

人事部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ
　兼 株式会社三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
     ｸﾞﾙｰﾌﾟ基盤強化室部長

二又　一幸(ﾌﾀﾏﾀ ｶｽﾞﾕｷ)

▽石化開発部門 石化研究ｾﾝﾀｰ長 ﾎﾟﾘﾏｰ本部 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ﾅｲﾛﾝ事業部長 森　徹(ﾓﾘ ﾄｵﾙ)

▽知的財産部長 知的財産部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 八島　英彦(ﾔｼﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ)

▽北海道支店長
　兼 三菱樹脂株式会社 北海道支社長

三菱樹脂株式会社 営業統括ｾﾝﾀｰ
北海道支社副支社長

安永　直秀(ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ)

▽ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門長
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸部門
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸事業部長

和賀　昌之(ﾜｶﾞ ﾏｻﾕｷ)



（２）部長職以上
新職 旧職 継続職 氏　名

▽ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長付
知的財産部長
  兼 契約・ﾗｲｾﾝｽ室長

理事 長谷川　暁司(ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ)

▽石化開発部門長付 石化開発部門 石化研究ｾﾝﾀｰ長 牛窪　孝(ｳｼｸﾎﾞ ﾀｶｼ)

▽株式会社菱化ｼｽﾃﾑ ＥＲＰ事業部長 情報ｼｽﾃﾑ部長 川上　宏(ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ)

▽ 兼 技術・生産ｾﾝﾀｰ 設備技術部長
三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
常務取締役

川村　治正(ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙﾏｻ)

▽内部統制推進部 監査室 化学品本部 ｴﾀﾉｰﾙ事業部長 白石　基衛(ｼﾗｲｼ ﾓﾄｴ)

▽四日市事業所 ＲＣ推進部長 炭素本部 炭素企画室長 中野　郁雄(ﾅｶﾉ ｲｸｵ)

▽三菱樹脂株式会社 北海道支社長付
北海道支店長
　兼 三菱樹脂株式会社 営業統括ｾﾝﾀｰ
     北海道支社長

長谷川　豊(ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ)

▽株式会社協和ﾋﾞｼﾞﾈｽ
  常務取締役就任予定

九州支社長 松下　聡(ﾏﾂｼﾀ ｻﾄｼ)

▽ＯＰＶ事業推進室
　兼 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

機能商品開発・管理部門 技術管理室長 山岡　弘明(ﾔﾏｵｶ ﾋﾛｱｷ)



　　（別紙１）

石化基盤本部 石化基盤事業室

石化原料事業部

ユーティリティー・石化基盤部

化学品本部 化学品事業室 黒崎事業所

ＥＯＧ・エタノール事業部 四日市事業所

オキソ・アクリレート事業部 水島事業所

Ｃ４ケミカル事業部 鹿島事業所

坂出事業所

ポリマー本部 ポリマー事業室

ポリエステル・ナイロン事業部 技術部

フェノール・ポリカーボネート事業部 機能商品技術部

機能性樹脂事業部 直江津事業所

テレフタル酸部門 テレフタル酸企画室 筑波事業所

テレフタル酸事業部 名古屋事業所

松山工場 小田原事業所

石化開発部門 石化開発室 設備技術部

新規事業推進室 環境安全・品質保証部

石化研究センター 認定監査室

石化企画管理部門 企画プロジェクト室 プロセス安全工学室

石化管理部

石化技術部 コーポレートマーケティング部

大阪支社

情報電子本部 情報電子企画室 中部支社

ＳＳＬＤ推進室 九州支社

記録メディア部 北海道支店

水島工場 北京事務所

オプトエレクトロニクス事業部 上海事務所

筑波工場

ディスプレイ材料事業部 イノベーションセンター

イメージング事業部 経営企画室

直江津工場 グループ経営室

小田原工場 広報・ＩＲ室

フォスファー事業部 内部統制推進部

小田原工場 監査室

ＥＬ薬品事業部 総務部

機能化学本部 機能化学企画室 人事部

食品機能材部 人権室

パフォーマンスケミカルズ事業部 人材・組織開発部

イオン交換樹脂事業部 経理部

電池機材事業部 購買・物流部

ＨＥＶ推進部 知的財産部

炭素本部 炭素企画室 情報システム部

炭素事業部

機能商品管理部

ＯＰＶ事業推進室

ヘルスケア部門 ヘルスケア企画室

自動車関連事業推進センター マーケティング部
開発部

*下線部が新規

2009年４月１日
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