
三井化学株式会社

当社は、下記のとおり人事異動を行う予定ですので、ご連絡申し上げます。

１．役員、執行役員の選任、退任及び異動

（発令日：2012年4月1日）

新　　　職（変更内容） 旧　　　職（現状を変更するもの） 継続職（現状を継続するもの） 氏　　名

▽代表取締役社長執行役員 代表取締役社長 業務執行全般統括 田中　稔一

▽代表取締役副社長執行役員
　 ＲＣ・品質保証部担当
 　レスポンシブル・ケア委員会担当

代表取締役副社長
リスク・コンプライアンス委員会担当

社長補佐
総務部、法務部、経理部及びシステム部担
当

佐野　鉱一

▽取締役専務執行役員
 　環境・エネルギー事業推進室担当

専務取締役
Ｒ＆Ｄ戦略室長

新自動車材開発室、新材料開発センター、
Ｒ＆Ｄ戦略室、三井化学シンガポールＲ＆
Ｄセンター、研究本部及び袖ケ浦総務・安
全・環境部担当

鈴木　基市

▽取締役

専務取締役
石化事業本部、基礎化学品事業本部、ウ
レタン事業本部、機能樹脂事業本部、加工
品事業本部、機能化学品事業本部及び支
店担当

岩淵　滋

▽取締役専務執行役員
専務取締役
ニュービジネス推進室、レスポンシブル・ケ
ア部、品質保証部及びＳＣＭ推進部担当
レスポンシブル・ケア委員会担当

経営企画部及び内部統制室担当
内部統制室長

大村　康二

▽取締役常務執行役員
 　ＳＣＭ推進部担当

常務取締役
生産・技術本部、工場、購買部及び
物流部担当
生産・技術本部長

竹本　元

▽取締役常務執行役員
 　人事部及びＣＳＲ部担当
 　ＣＳＲ委員会及びリスク・コンプライアン
ス委員会担当

取締役

Mitsui Chemicals Asia Pacific, Mitsui
Chemicals Shanghai, Mitsui Chemicals
America, Mitsui Chemicals Europe（三井化
学アジアパシフィック、三井化学上海、三井
化学アメリカ、三井化学ヨーロッパ）及び
関係会社統括部担当

武野氏　悦夫

人事部、ＣＳＲ推進部担当
ＣＳＲ委員会担当

取締役 尾辻　信一

▽石化事業本部、基礎化学品事業本部、
ウレタン事業本部、機能樹脂事業本部、機
能化学品事業本部及び支店担当

基礎化学品事業本部長 常務執行役員 淡輪　敏

▽特命事項担当 欧州総代表 社長補佐 中川　淳一

▽常務執行役員
　 田中社長付（特命事項担当）

執行役員
機能化学品事業本部長

越部　実

2012年2月29日

経営の迅速化を更に図るため、取締役数を縮小するとともに、執行役員制を改正する。
①取締役数の縮小［2012年6月26日付］
　　・常勤９名→８名、非常勤２名→２名（計１１名→１０名）
②執行役員制の改正［2012年4月1日付］
　　・取締役に対しても執行役員役位を任命し、意思決定・監督と業務執行の役割分割・明確化を図る。

◇人事異動のねらい
　①世代交代を図り、新たな成長基盤の構築に向けた２０１１年度中期経営計画の早期達成を目指す。
　②事業ポートフォリオ変革を更に加速するため、Ｍ＆Ａ推進及び海外プロジェクト体制を強化する。
　③収益管理体制を強化し、環境激変にスピーディーに対応できる経営を目指す。
　④グローバル文化の浸透及びグローバル経営を推進する。

人事異動のご連絡

本件に関する問い合わせ先 ： ＩＲ・広報部長　裾分　啓士　　電話　03 (6253) 2100

記



▽退任
執行役員待遇嘱託
Mitsui Chemicals Asia Pacific（三井化学ア
ジアパシフィック）社長

武澤　薫

▽基礎化学品事業本部長
基礎化学品事業本部
フェノール事業部長

執行役員 村山　巌

▽執行役員待遇嘱託
 　Mitsui Chemicals Asia Pacific（三井化学
アジアパシフィック）社長

執行役員
ニュービジネス推進室長

那和　保志

▽法務部及び経理部（業績管理）副担当
 　兼　総務部秘書室長

執行役員
総務部長

久保　雅晴

▽大村専務付（特命事項担当） 加工品事業本部長 執行役員 神尾　泰宏

▽執行役員
 　機能化学品事業本部長

理事
機能化学品事業本部ヘルスケア材料事業
部長

谷　和功

（発令日：2012年6月26日）

新　　　職（変更内容）
旧　　　職

（2012年4月1日付職務を変更するもの）
継続職

（2012年4月1日付職務を継続するもの）
氏　　名

▽常勤監査役 取締役 岩淵　滋

▽退任
　（株）エムシー・オペレーションサポート社
長

取締役 尾辻　信一

▽取締役常務執行役員 常務執行役員
石化事業本部、基礎化学品事業本部、ウ
レタン事業本部、機能樹脂事業本部、機能
化学品事業本部及び支店担当

淡輪　敏

▽退任 常勤監査役 戸木　秀則

（注）2012年6月26日付の役員選任につきましては、同日開催予定の当社定時株主総会で承認可決されることを条件とします。



２．部長の異動

（発令日：2012年4月1日）

新　　　職（変更内容） 旧　　　職（現状を変更するもの） 継続職（現状を継続するもの） 氏　　名

▽（株）三井化学分析センター社長付 研究本部知的財産部長 理事 三戸　邦郎

▽三井化学東セロ（株）
　執行役員　開発研究部門担当、開発研
究センター長

加工品事業本部加工品開発部長 理事 小合　佳正

▽三井化学ファイン（株）社長付
機能化学品事業本部ライセンス事業部長
兼　同本部精密化学品事業部長

理事 木岡　護

▽兼　同本部生産・技術企画部長
理事
生産・技術本部副本部長

松尾　英喜

▽環境・エネルギー事業推進室長
理事
兼　新材料開発センター長

福田　伸

▽機能化学品事業本部ヘルスケア材料
事業部長

事業本部担当取締役補佐
兼　機能化学品事業本部企画管理部長

理事 西山　泰倫

▽理事
 　欧州総代表

兼　Mitsui Chemicals Europe（三井化学
ヨーロッパ）社長

中嶋　靖

▽理事 機能樹脂事業本部エラストマー事業部長 佐藤　幸一郎

▽理事 ウレタン事業本部企画管理部長 石丸　裕康

▽理事
 　基礎化学品事業本部フェノール事業部
長

上海中石化三井化工有限公司　董事副
総経理

福山　裕二

▽理事
 　Ｒ＆Ｄ戦略室長

Ｒ＆Ｄ戦略室副室長 細見　泰弘

▽理事
 　機能樹脂事業本部機能性コンパウンド
事業部長

（株）プライムポリマー取締役　企画管理
部長

下郡　孝義

▽Advanced Composites（アドバンストコン
ポジッツ）社長

機能樹脂事業本部機能性コンパウンド事
業部長

大島 聖爾

▽経理部副部長 機能樹脂事業本部企画管理部長 中島 一

▽三井化学東セロ(株)
　執行役員　機能シート事業部長、新事業
開発室担当

加工品事業本部機能性フィルム事業部長 高橋 泰

▽機能化学品事業本部不織布事業部長 加工品事業本部不織布事業部長 高橋 賢作

▽三井化学東セロ（株）
　執行役員　経営企画部、経理財務部担
当、経営企画部長

加工品事業本部企画管理部長 宮内 伸

▽（株）三井化学分析センター社長付 生産・技術本部生産・技術企画部長 脇村 和生

▽生産・技術本部生産・技術企画部技術
研修センター長

生産・技術本部生産安全・環境部長 森山 義晴

▽大阪工場長付 レスポンシブル・ケア部長 北野 信宏

▽ＲＣ・品質保証部長 品質保証部長 下須賀 康壽

▽ＣＳＲ部長 ＣＳＲ推進部長 山崎 真

▽機能樹脂事業本部企画管理部長 機能樹脂事業本部企画管理部 横川　聡

▽機能化学品事業本部精密化学品事業
部長

兼　Image Polymers Company（イメージポ
リマーズカンパニー）社長

三沢　晃

▽機能化学品事業本部ライセンス事業部
長

Grand Siam Composite（グランドサイアム
コンポジット）社長

吉村 敦

▽研究本部知的財産部長 研究本部知的財産部 伊藤　寛

▽生産・技術本部安全・環境部長
Mitsui Phenols Singapore（三井フェノール
ズシンガポール）社長

永松　茂樹



３．副部長の異動

（発令日：2012年4月1日）

新　　　職（変更内容） 旧　　　職（現状を変更するもの） 継続職（現状を継続するもの） 氏　　名

▽上海中石化三井化工有限公司　董事副
総経理

基礎化学品事業本部工業薬品事業部副
部長
兼　同部工業薬品ＧＬ

木下　雅幸

▽機能化学品事業本部企画管理部長
　 兼　事業本部担当役員補佐

加工品事業本部企画管理部副部長 橋本 修

▽新材料開発センター長付 加工品事業本部加工品開発部副部長 広瀬 敏行

▽環境・エネルギー事業推進室副室長 ニュービジネス推進室副室長 尾立 維博

▽大阪工場総務部長付
総務部副部長
兼　同部秘書室長

斉藤 孝

▽経営企画部 経理部副部長 黒川 知則

▽基礎化学品事業本部企画管理部副部
長

基礎化学品事業本部企画管理部 松崎　宏

▽機能樹脂事業本部エラストマー事業部
副部長

兼　機能樹脂事業本部エラストマー事業
部ＥＰＴ-ＧＬ

簗瀬　浩一

▽研究本部知的財産部副部長 研究本部知的財産部 菅原　好子

▽生産・技術本部生産・技術企画部副部
長

生産・技術本部生産・技術企画部 川人　光一郎

▽ＩＲ・広報部副部長 兼　ＩＲ・広報部ＩＲ－ＧＬ 西尾　寛

注）　ＧＬ；グループリーダー



４．関係会社役員等の異動

（発令日：2012年4月1日）

新　　　職（変更内容） 旧　　　職（現状を変更するもの） 継続職（現状を継続するもの） 氏　　名

▽退任 三井・デュポンフロロケミカル（株）副社長 藍原 和夫

▽三井・デュポンフロロケミカル（株）副社
長

加工品事業本部機能性フィルム事業部機
能フィルムＧＬ

竹村　康男

▽事業本部担当役員付
Advanced Composites（アドバンストコンポ
ジッツ）社長

重田 安治郎

▽退任
三井化学複合塑料（中山）有限公司　董事
総経理

益子 誠一

▽（株）プライムポリマー研究開発部長
Sun Alloys Europe（サンアロイヨーロッパ）
副社長

守屋 悟

▽Grand Siam Composite（グランドサイア
ムコンポジット）社長

（株）プライムポリマー研究開発部自動車
材研究所長

酒井　郁典

▽三井化学複合塑料（中山）有限公司　董
事総経理

石化事業本部企画管理部長付 外山　敏樹

▽Mitsui Phenols Singapore（三井フェノー
ルズシンガポール）社長

兼　Mitsui Phenols Singapore（三井フェ
ノールズシンガポール）工場長

志賀　敬之

（発令日：2012年6月26日）

新　　　職（変更内容）
旧　　　職

（2012年4月1日付職務を変更するもの）
継続職

（2012年4月1日付職務を継続するもの）
氏　　名

▽三井化学分析センター（株）社長 三井化学分析センター（株）社長付 理事 三戸　邦郎

▽三井化学ファイン（株）社長 三井化学ファイン（株）社長付 理事 木岡　護

▽退任 三井化学ファイン（株）社長 大内　貴廣

▽退任
　 生産・技術本部長付

（株）三井化学分析センター社長 野崎 正平

▽退任
　 生産・技術本部長付

（株）エムシー・オペレーションサポート社
長

三浦 裕次

▽事業本部担当役員付
P.T.Amoco Mitsui PTA Indonesia（アモコ
三井ＰＴＡインドネシア）副社長

鶴田　伸太郎

▽P.T.Amoco Mitsui PTA Indonesia（アモ
コ三井ＰＴＡインドネシア）副社長

基礎化学品事業本部ＰＴＡ・ＰＥＴ事業部 高橋　健治

以　上

注）　ＧＬ；グループリーダー


