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機構改革および人事異動のお知らせ 
 
当社は、2021年４月１日をもって下記のとおり機構改革および人事異動をおこなうこととなりましたのでお知らせ

いたします。 

 

記 

１．機構改革 

当社は次のとおり機構改革をおこないます。 

１）個人と会社がともに成長できる体制と施策を立案し、５つのＫＩＺＵＮＡ共有活動や働きがい改革などを通

じて企業風土の改革を目指すため、ＫＩＺＵＮＡ推進室を設置する。 

２）事業戦略機能を強化し、事業ポートフォリオ改革を推進するため、事業戦略部を設置する。 

  ３）事業本部の組織改廃 

各事業の付加価値を高め、持続的な成長を実現することに加え、持続可能性に貢献できる事業の構築を実現

するため、事業本部の下の各事業部を改称して以下のとおりとし、一部の事業群を再配置する。また、各事

業部の下に営業部を置き、研究開発部は全て研究開発本部へ集約、製紙薬品事業部の下の国際部は廃止する。 

（旧名称）       （新名称） 

製紙薬品事業部   → 製紙・環境事業部 

コーティング事業部 → 機能性コーティング事業部 

粘接着事業部    → 粘接着・バイオマス事業部 

機能性材料事業部  → ファイン・エレクトロニクス事業部 

  ４）研究開発本部の組織改廃 

    組織体制をコア技術・素材別に再編して一元化し、加えてＡＩ・ＭＩの活用にも注力することで選択と集中

による効率化と新規開発、持続可能性への貢献を加速するため、研究開発本部を水系ポリマー開発部、機能

性コーティング開発部、フォレストケミカル開発部、ファイン・エレクトロニクス開発部、ＡＩ・ＭＩ推進

部、コーポレート開発部に開発推進部を加えた体制とする。 

  ５）生産本部の組織改廃 

    サプライチェーンマネジメント機能を強化するため、生産本部の下の生産物流部を生産管理部へ改称する。 

 

２．人事異動 

１）取締役の管掌・担当・委嘱の変更(2021年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

のぶひろ とおる 

延廣 徹 

常務取締役 
ＫＩＺＵＮＡ推進担当 兼 管理本部長 
兼 荒川ケミカルベトナム社 会長 

常務取締役 
ＳＨＩＦＴ推進担当 兼 管理本部長 
兼 荒川ケミカルベトナム社 会長 

たかぎ   のぶゆき 

高木 信之 

取締役 
資材戦略担当 兼 事業戦略担当 
兼 経営企画室長 

取締役 
資材戦略担当 兼 経営企画室長 

 

 



２）執行役員の任命（留任を除く）(2021年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

よしむら ひろふみ 

村 博文 

執行役員 
事業本部 製紙・環境事業部長 

南通荒川化学工業有限公司 
董事 総経理 

くぼ かつよし 

久保 勝義 
執行役員 
事業本部 機能性コーティング事業部長 

事業本部 コーティング事業部 営業部長 

まつもと みつひろ 

松本 充弘 

執行役員 
台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理 

台湾荒川化学工業股份有限公司 
董事 総経理 

 

３）部門長等の人事異動(2021年４月１日付) 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

ひがし あきひろ 

東  明弘 
執行役員 

品質環境保安室長 

執行役員 

品質環境保安室 室長付部長（保安担当） 

おかざき たくみ 

岡﨑 巧 
執行役員 
事業戦略部長 

執行役員 
事業本部 コーティング事業部長 

かじはら よういち 

梶原 洋一 
監査室長 

執行役員 
品質環境保安室長 

にしむら ひとし 

西村 仁志 
ＫＩＺＵＮＡ推進室長 
兼 管理本部 人事部長 

管理本部 人事部長 

はとう まさと 

波頭 雅人 
ＫＩＺＵＮＡ推進室 室付部長 兼 
カクタマサービス株式会社 取締役社長（※） 

監査室長 

さえき なおと 

佐伯 直人 
事業戦略部 副部長 

荒川ケミカル（タイランド）社  
取締役社長 

りん  えいき 

林   永輝 

事業本部 事業推進部 部長付部長 
兼 中国代表（上海駐在） 
兼 南通荒川化学工業有限公司 副董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 副董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 副董事長 

事業本部 事業推進部 部長付部長（上海駐在） 
兼 南通荒川化学工業有限公司 副董事長 
兼 荒川化学合成（上海）有限公司 副董事長 
兼 広西梧州荒川化学工業有限公司 副董事長 

おち   りょうじ 

越智 亮司 
事業本部 製紙・環境事業部  
営業部長 

事業本部 製紙薬品事業部  
国際部長 

ふくもと ゆうじ 

福本 裕士 
事業本部 製紙・環境事業部  
営業部 副部長 

事業本部 製紙薬品事業部  
営業部 富士営業所長 

たなべ けいすけ 

田邊 景亮 

事業本部 製紙・環境事業部 
営業部 富士営業所長 

事業本部 製紙薬品事業部  
営業部 富士営業所 マネージャー 

くろせ  しんいち 

黒瀬 慎一 
事業本部 
機能性コーティング事業部 営業部長                     

事業本部 製紙薬品事業部 営業部長 



さいとう ひろし 

齋藤 博 
事業本部 粘接着・バイオマス事業部 
副事業部長 兼 営業部長 

事業本部 粘接着事業部 営業部長 

ますなり かいち 

増成 嘉一 

事業本部 
ファイン・エレクトロニクス事業部 
副事業部長 

日華荒川化学股份有限公司 
董事 総経理 

つじ   ひろし 

辻   博史 

事業本部  
ファイン・エレクトロニクス事業部 
ファイン営業部長 

事業本部  
機能性材料事業部 ファイン営業部長 
兼 ファイン研究開発部長 

せき         えいじ 

関   英二 

事業本部  
ファイン・エレクトロニクス事業部 
エレクトロニクス営業部長 

事業本部  
機能性材料事業部 機能材営業部長 

さかえむら たくし 

榮村 拓史 
研究開発本部 
水系ポリマー開発部 担当部長 

研究開発本部 
製紙薬品事業 ＳＰグループリーダー 

ひがしもと とおる 

東本 徹 
研究開発本部 
機能性コーティング開発部長 

事業本部  
コーティング事業部 研究開発第一部長 

たけうち ひではる 

竹内 秀治 
研究開発本部 
フォレストケミカル開発部長 

事業本部 粘接着事業部 研究開発部長 

たなか  たかし 

田中 俊 

研究開発本部 
ファイン・エレクトロニクス開発部  
担当部長 

事業本部  
機能性材料事業部 機能材研究開発部長 
担当部長 

こやの  ひろとし 

小谷野 浩壽 
研究開発本部 
ＡＩ・ＭＩ推進部長 

事業本部  
コーティング事業部 研究開発第二部長 

ふじもと たかし 

藤本 孝志 
生産本部 生産技術開発部 担当部長 

生産本部 生産技術開発部  
プラントエンジニアリング課長 

ありもと かずひろ 

有本 和弘 
生産本部 生産管理部長 生産本部 小名浜工場長 

てらおく ひろき 
寺奥 裕記 

生産本部 小名浜工場長 生産本部 生産物流部 担当部長 

よしだ  かつや 

田 勝也 
生産本部 釧路工場長 品質環境保安室 保安グループリーダー 

いしかわ しゅんじ 

石川 俊二 

南通荒川化学工業有限公司 
董事 総経理（※） 

事業本部 製紙薬品事業部長 

のだ   てつお 

野田 鉄雄 
荒川ケミカル（タイランド）社  
取締役社長（※） 

事業本部 コーティング事業部  
営業部 副部長 兼 大阪営業課長 

かく    えいふ 

郭   永富 

日華荒川化学股份有限公司 
董事 総経理（※） 

荒川化学合成（上海）有限公司 
広州分公司 代表 

（※）表中子会社人事にかかわる部分は内定であり、各子会社の株主総会、董事会で正式に決定する予定です。 

 

以 上 


