
  2023年 3月 1日 

報道関係各位 

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 

役員人事のお知らせ 

 

2023年 6月 26日に就任する取締役候補者、ならびに 2023年 4月 1日の役員体制について下記のとおり

決定しましたのでお知らせいたします｡ 

また、2023年 4月 1日付の顧問および参与の選任等について、あわせてお知らせいたします。 

 

（１）2023年 6月 26日に就任する取締役候補者について 

 

代表取締役 右田
み ぎ た

 彰
あき

雄
お

 

 

取締役 榮  敏治 

 
取締役 金子 高之 

 

取締役 前家 洋彦 

 

取締役 山﨑 博司 

 

取締役 加藤 聖二 

 

取締役 宮木  勢 
 

（２）2023年 4月 1日の役員体制について 
 

（現職）   （新役付・業務分担・役職委嘱） 

 

榮  敏治 代表取締役社長 代表取締役社長 

 

金子 高之 取締役 取締役 

  常務執行役員 常務執行役員 

 機能材料戦略企画、機能材料事業管理に関する 機能材料戦略企画、機能材料事業管理に関する 

 事項管掌  事項管掌 

 機能材料事業部門担当 機能材料事業部門担当 

 

前家 洋彦 取締役 取締役  

 常務執行役員 常務執行役員 

 総務、法務、ＣＳＲに関する事項管掌 総務、法務、ＣＳＲに関する事項管掌 

 人事部担当 人事部担当                                    

                                     

山﨑 博司 取締役 取締役 
 常務執行役員 常務執行役員 

  技術総括、環境安全、品質保証、ＩｏＴ推進 技術総括、環境安全、品質保証、プロセス技術、 

  に関する事項管掌 ＩｏＴ推進に関する事項管掌 

 

加藤 聖二 取締役 取締役 

 執行役員 執行役員 

  経営企画、財務、ＩＴ企画推進に関する事項管掌 経営企画、財務、ＩＴ企画推進に関する事項管掌 



 

宮木  勢 取締役 取締役 

 執行役員 執行役員 

 コールケミカル事業部長委嘱          コールケミカル事業部長委嘱 

 

松木 教彰 常務執行役員 常務執行役員 

 マイクロン事業部長委嘱 マイクロン事業部長委嘱 

 自動車向け材料の営業連携担当  

 

久保 祐治   常務執行役員 常務執行役員 

       研究開発、知的財産に関する事項管掌 研究開発、知的財産に関する事項管掌 

    事業開発企画部およびＭＣＮＤ事業部担当 事業開発企画部担当 

 

梶原 洋三 常務執行役員 常務執行役員 

 機能樹脂・基板材料事業部長委嘱 機能樹脂・基板材料事業部長委嘱 

  

泉  真吾 常務執行役員 常務執行役員 

 金属箔応用商品事業部長委嘱 金属箔応用商品事業部長委嘱 

   

宮崎 崇輝 執行役員 執行役員 

 日鉄カーボン株式会社 代表取締役社長 日鉄カーボン株式会社 代表取締役社長 

 
中山 岳志 執行役員 執行役員 

 九州製造所長委嘱 金属箔応用商品事業に関する事項につき、 

    泉常務執行役員を補佐 

 
森井 典紀 執行役員 執行役員 

 金属箔応用商品事業部 副事業部長委嘱 金属箔応用商品事業部 副事業部長委嘱 

 メタル担体事業に関する事項につき、            メタル担体事業に関する事項につき、 

 泉常務執行役員を補佐 泉常務執行役員を補佐 

 
山田  隆 執行役員 執行役員 

 日鉄マイクロメタル株式会社 代表取締役社長 日鉄マイクロメタル株式会社 代表取締役社長 

 

山田  功 執行役員 執行役員 

 ＭＣＮＤ事業部長委嘱 ＭＣＮＤ事業部長委嘱 

 事業開発企画、複合材料事業企画に関する事項管掌 事業開発企画に関する事項管掌 

 複合材料事業部門担当  

  

山本 敏浩 執行役員 執行役員 

 総合研究所長委嘱 総合研究所長委嘱 

 

伊津野 茂 執行役員 執行役員 

 プロセス技術、設備保全に関する事項管掌 九州製造所長委嘱、 

 プロセス開発に関する事項につき、山本執行役員 設備保全に関する事項管掌 

 に協力 プロセス開発に関する事項につき、山本執行役員に協力 

 

下条 憲一 執行役員 執行役員 

 コンポジット事業部長委嘱 コンポジット事業部長委嘱 

 同事業部 産業材料・TEPreg部長事務取扱 同事業部 産業材料・TEPreg部長事務取扱 

 



 

末永 正彦 執行役員 執行役員 

 ＣＳＲ部長委嘱 ＣＳＲ部長委嘱 

 コールケミカル事業の海外事業に関する事項  

につき、宮木取締役執行役員を補佐  

経営企画に関する事項につき、加藤取締役  

執行役員を補佐  

 

大谷 星郎 執行役員 執行役員 

 化学品事業部長委嘱 化学品事業部長委嘱 

 ＮＳスチレンモノマー株式会社 代表取締役社長 ＮＳスチレンモノマー株式会社 代表取締役社長 

 

長谷部浩一 参与 参与 

 ディスプレイ材料事業部長委嘱 ディスプレイ材料事業部長委嘱 

  同事業部 エスファイン営業部長事務取扱 同事業部 エスファイン営業部長事務取扱 

 
        長嶋 一郎  参与 参与 

              広畑製造所長委嘱 姫路製造所長委嘱 

 
 

【参考】    

 

○ 顧問の選任（2023年 4月 1日付） 
 

             （現職） （新） 

  
右田 彰雄 日本製鉄株式会社 代表取締役副社長 顧問 

 

 
○ 参与の業務分担変更（2023年 4月 1日付） 

 
（現職）   （新 業務分担・役職委嘱） 

 
山﨑  真 参与 参与 

 機能樹脂・基板材料事業部 副事業部長委嘱 研究開発に関する事項につき、山本執行役員を補佐 

 

     吉住 洋一    参与 参与 

              コンポジット事業部 事業企画部長委嘱 コンポジット事業部 事業企画部長委嘱 

                        複合材料事業に関する業務につき、 
                      複合材料事業企画部長に協力 
 
 

○ 参与の選任（2023年 4月 1日付） 
 

（現職）   （新 業務分担・役職委嘱） 

 

平戸
ひ ら と

 靖
やす

浩
ひろ

  総合研究所 研究企画部長 総合研究所 研究企画部長委嘱 

 

美
み

根
ね

  賢一
けんいち

 技術総括部長 技術総括部長委嘱 

  プロセス技術に関する事項につき、山﨑取締役常務 

  執行役員を補佐 

以 上 

 
※本件に関するお問い合わせ先 

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 総務部（広報） 
℡:０３-３５１０-０３０１ 


