
2022年9月15日

デンカ株式会社

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

電話　03-5290-5511

各　位

１．組織改定
○２０２２年１０月１日付

（１）ライフイノベーション部門Ｇ４７Δユニット組織改定

製造部製造課を「製造一課」と「製造二課」に分割し、開発部開発課を「開発一課」と「開発二課」に分割する。

（２）ポリマーソリューション部門事業推進部「新規市場開発室」の廃止

「新規市場開発室」を2022年9月末をもって廃止する。

（３）千葉工場美唄分工場組織改定

事務部の配下組織となっている事務課を第三製造部に移管する。

（４）千葉工場第一製造部「ＥＶＡ・ＥＲ課ＥＶＡ・ＥＲ係」の名称変更

千葉工場第一製造部ＥＶＡ・ＥＲ課ＥＶＡ・ＥＲ係の名称を「ＥＲ課ＥＲ係」に改称する。

（５）千葉工場第四製造部「技術課」の新設

千葉工場第四製造部内に「技術課」を新設する。

２．人事異動
○２０２２年９月１日付

新職 旧職 継続職 ふりがな

〇ライン部長 大船工場 管理部長
環境保安・技術部長　兼　環
境保安課長　兼　品質保証課
長

日向野　正徳 ひがの まさのり

部長クラス 人財戦略部 人財戦略部長付 （大船工場管理部長） 清水　宣行 しみず　のりゆき

２０２２年１０月１日付組織改定並びに９月１日付、１０月１日付人事異動のお知らせ

　　　以下の通りお知らせいたします。

記

クラス 部　　門 異　　　　　　　　　　　　　　動 氏名

（現行） （改定）

Ｇ４７Δユニット製造部 製造課

開発薬事課

ライフイノベー
ション部門

Ｇ４７Δユニット

開発部 開発課

ライフイノベー
ション部門

開発二課

開発薬事課

製造部 製造一課

製造二課

開発部 開発一課

～

～

～

～

～

～

～

～

～
～

～

～

～

～
～

（現行） （改定）

事務課美唄分工場 製造課

美唄分工場 製造課

美唄分工場 事務課

成型課

成型課

成型技術課

成型技術課

テープ課

テープ課

第三製造部 機能性シート課

第三製造部 機能性シート課

業務課 業務課

管理課 管理課

千葉工場 事務部 総務課 千葉工場 事務部 総務課

～
～

～

～
～

～

～
～

～

（現行） （改定）

超高純度AB課

技術課

千葉工場 第四製造部 超高純度AB課 千葉工場 第四製造部

～ ～

～

～
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○２０２２年１０月１日付

新職 旧職 継続職 ふりがな

〇ライン部長 青海工場
（青海サステナビリティー推進部
長）

青海工場次長 酒井　裕智 さかい　ひろとも

〇ライン部長 青海工場
有限会社姫川産業代表取締役
社長　兼　有限会社黒姫総業代
表取締役社長

青海工場次長 小竹　弘寿 おたけ　ひろひさ

〇ライン部長 青海工場 青海サステナビリティー推進部長

（電子・先端プロダクツ部門／エ
ラストマー・インフラソリューショ
ン部門／ポリマーソリューション
部門高分子研究部長　兼　ポリ
マーソリューション部門ケミカル
リサイクル推進プロジェクト研究
グループリーダー）

鈴木　茂 すずき　しげる

〇ライン部長 大牟田工場 （大牟田エンジニアリング部長） 大牟田工場次長 河合　正洋 かわい　まさひろ

〇ライン部長 大牟田工場 大牟田エンジニアリング部長
（大牟田エンジニアリング部副
部長） 酒井　浩太郎 さかい　こうたろう

〇ライン部長 千葉工場 （第一製造部長） 千葉工場次長 粟田　弘道 あわだ　ひろみち

〇ライン部長 千葉工場 千葉工場次長 第三製造部長 荒木　一郎 あらき　いちろう

〇ライン部長

電子・先端プロダクツ部門／
エラストマー・インフラソ
リューション部門／ポリマー
ソリューション部門

高分子研究部長　兼　ポリマーソ
リューション部門ケミカルリサイク
ル推進プロジェクト研究グループ
リーダー

（新事業開発部門デンカイノ
ベーションセンター先端高分子
研究部グループリーダー）

吉田　準 よしだ　じゅん

〇ライン部長 千葉工場 第一製造部長 （第一製造部副部長） エネルギー管理課長 永里　康広 ながさと　やすひろ

〇ライン部長 千葉工場 第四製造部長
（電子・先端プロダクツ部門電
池・導電材料開発部長） 坂下　拓志 さかした　ひろし

〇ライン部長 電子・先端プロダクツ部門 電池・導電材料開発部長
（電池・導電材料開発部グルー
プリーダー） 伊藤　哲哉 いとう　てつや

部長クラス ライフイノベーション部門
医薬品等コンプライアンス部副部
長

（医薬品等コンプライアンス部課
長） 小林　雅周 こばやし　まさひろ

課長クラス デジタル戦略部
デジタル戦略部グループリー
ダー

（デジタル戦略部） 堀江　晋吉 ほりえ　しんきち

課長クラス デジタル戦略部
デジタル戦略部グループリー
ダー

（デジタル戦略部　兼　人財戦
略部） 中村　篤典 なかむら　あつのり

課長クラス 新事業開発部門 研究統括部課長 （新事業創出部課長） 河内　亮 かわうち　りょう

クラス 部　　門 異　　　　　　　　　　　　　　動 氏名
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課長クラス 新事業開発部門 研究統括部課長
（解析技術研究部グループリー
ダー） 引馬　尚子 ひくま　なおこ

課長クラス 電子・先端プロダクツ部門 品質保証部課長 （品質保証部） 黒川　史裕 くろかわ　ふみひろ

課長クラス ライフイノベーション部門
Ｇ４７Δユニット製造部製造一課
長

（Ｇ４７Δユニット製造部製造課） 古川　哲朗 ふるかわ　てつろう

課長クラス ライフイノベーション部門
Ｇ４７Δユニット製造部製造二課
長

（Ｇ４７Δユニット製造部製造課
長） 大野　竜太 おおの　りゅうた

課長クラス ライフイノベーション部門 Ｇ４７Δユニット開発一課長 （Ｇ４７Δユニット開発課長） Ｇ４７Δユニット開発部副部長 猪俣　正広 いのまた　まさひろ

課長クラス ライフイノベーション部門
Ｇ４７Δユニット開発部開発二課
長

（Ｇ４７Δユニット開発部開発課） 中川　真一 なかがわ　しんいち

課長クラス
エラストマー・インフラソ
リューション部門

環境資材部企画管理課長 （環境資材部販売推進課長） 環境資材部副部長 久保　健也 くぼ　けんや

課長クラス
エラストマー・インフラソ
リューション部門

環境資材部販売推進課長 （札幌支店環境資材課長） 大口　達也 おおぐち　たつや

課長クラス ポリマーソリューション部門 Toyokalon部課長 （Toyokalon部） 増田　宇彦 ますだ　たかひこ

課長クラス ポリマーソリューション部門 （新規市場開発室長） 事業推進部課長 藤巻　良之 ふじまき　よしゆき

課長クラス 札幌支店 環境資材課長
（エラストマー・インフラソリュー
ション部門環境資材部企画管
理課長）

野澤　陽司 のざわ　ようじ

課長クラス 新事業開発部門
（デンカイノベーションセンター
先端高分子研究部グループ
リーダー）

デンカイノベーションセンター
先端高分子研究部長 山田　雅英 やまだ　まさひで

課長クラス 新事業開発部門
デンカイノベーションセンター先
端高分子研究部グループリー
ダー

（デンカイノベーションセンター
先端高分子研究部） 石垣　雄平 ひしがき　ゆうへい

課長クラス 新事業開発部門
デンカイノベーションセンター先
端高分子研究部グループリー
ダー

（デンカイノベーションセンター
先端高分子研究部） 後藤　由賀 ごとう　ゆか

課長クラス 青海工場
青海エンジニアリング部設備管理
課長

青海エンジニアリング部副部
長　兼　電気計装課長 鈴木　克寿 すずき　かつひさ
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課長クラス 青海工場
青海エンジニアリング部有機設備
課長

（青海エンジニアリング部設備
管理課長） 安井　芳寿 やすい　よしひさ

課長クラス 大牟田工場 デンカイーマテリアル株式会社 品質保証部課長 宇都　学 うと　まなぶ

課長クラス 千葉工場
第三製造部美唄分工場事務課
長

事務部総務課長 川口　浩史 かわぐち　ひろし

課長クラス 千葉工場 第一製造部ＥＲ課長 （第一製造部ＥＶＡ・ＥＲ課長） 河﨑　孝史 かわさき　たかし

課長クラス 千葉工場
（事務部美唄分工場長　兼　事
務課長）

第三製造部美唄分工場長 近藤　孝徳 こんどう　たかのり

課長クラス 千葉工場 第四製造部技術課長
（電子・先端プロダクツ部門電
池・導電材料開発部） 原田　祐作 はらだ　ゆうさく

課長クラス 電子・先端プロダクツ部門
電池・導電材料開発部グループ
リーダー

（電池・導電材料開発部） 永井　達也 ながい　たつや

課長クラス 伊勢崎工場 第二製造部シート課長
（第二製造部機能性フィルム課
長） 青木　豊 あおき　ゆたか

課長クラス 伊勢崎工場 第二製造部機能性フィルム課長 （第二製造部シート課長） 渡辺　朋治 わたなべ　ともはる

課長クラス YKアクロス YKアクロス株式会社 （物流統括部課長） 若狹　秀昭 わかさ　ひであき

以　　　上
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