
関係各位

三菱ケミカル物流株式会社

以　上

組織改正及び人事異動の件　ご連絡

２０２０年　２月２８日

Ⅰ．組織改正　　　　　　　　　　（２０２０年　４月　１日付）

Ⅱ．組織図　　　　　　　　　　　（２０２０年　４月　１日付）

Ⅲ．役員関係人事　　　　　　　　（２０２０年　３月３１日付）

三菱ケミカル物流株式会社

総務部（土山・山口）

Tel：03-5408-4500

Ⅳ．人事異動　　　　　　　　　　（２０２０年　３月３１日付）

Ⅴ．役員関係人事　　　　　　　　（２０２０年　４月　１日付）

Ⅵ．人事異動　　　　　　　　　　（２０２０年　４月　１日付）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

東京都港区芝大門一丁目1番30号

＜三菱ケミカル物流株式会社＞
１ / ７ ページ



Ⅰ．組織改正　（２０２０年　４月　１日付）

１．改正の要点

（１）陸運事業および海外事業に関する運営体制の再編

①　陸運事業

　　・陸運事業本部に企画管理部、第１事業部、第２事業部および第３事業部を設置する。　　

　　　　第１事業部　：三菱ケミカル社担当

　　　　第２事業部　：三菱ケミカルホールディングスグループ各社担当（除く三菱ケミカル社）

　　　　第３事業部　：一般荷主担当

　　・尼崎油槽所および川崎油槽所を陸運事業本部に位置付ける。

　  ・現行ソリューション営業本部および同本部物流管理部、営業１部、営業２部、営業３部ならびに

　　　海外事業統括部、および陸運事業本部管理部、企画部ならびに営業開発部は発展的に解消する。

②　海外事業

　　・海外事業本部を設置する。

　　・現行陸運事業本部フォワーディング事業部を海外事業本部に移管する。

（２）包装・資材事業運営体制の見直し

　　・包装・資材事業本部に企画管理部、第１事業部および第２事業部を設置する。

　　 　第１事業部　：三菱ケミカルグルーブ各社に対する包装・資材の販売担当

　 　　第２事業部　：三菱ケミカルグループ各社以外への包装・資材の販売担当

　　・現行事業統括部および西日本エリア営業部包装・資材部は発展的に解消する。

（３）各本部へ企画管理部を設置

　　・陸運事業本部、海運事業本部、海外事業本部、および技術本部に企画管理部を新たに設置する。

　※包装・資材事業本部は従来より企画管理部を設置済

（４）現場力強化に向けた技術管理および推進体制の見直し

　　・技術本部に研修センターを設置する。

　　・情報システム部を技術本部に位置付ける。

（５）統合推進体制の見直し

　　・統合推進室の担当業務を、経営企画部に移管し、統合推進室を発展的に解消する。

（６）その他の見直し

　　・下記組織図のとおり本社組織図表示順を見直す。　

【現状】 【見直し後】
経営企画部 陸運事業本部
総務部 海運事業本部
人事部 包装・資材事業本部
経理部 海外事業本部
ソリューション営業本部 技術本部
陸運事業本部 経営企画部
海運事業本部 総務部
包装・資材事業本部 人事部
技術本部 経理部
情報システム部 内部統制推進部
内部統制推進部 監査室
監査室 働き方改革推進室
統合推進室
働き方改革推進室
ベトナム駐在員事務所
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２．改正の趣旨

（１）陸運事業および海外事業運営体制の再編

①　陸運事業

　　・現行ソリューション営業本部及び陸運事業本部にて分担していた機能を陸運事業本部内

　　　に集約し、統一的な事業方針の下、事業企画から営業活動、最終的な損益管理・責任までの

　　　一連の業務を遂行できる体制とすることにより、一層効率的かつ効果的な事業運営を行う。

　　・陸運事業における事業責任を明確にする。

　　・尼崎油槽所及び川崎油槽所については、実情に合わせ陸運事業本部に位置付ける。

　　　　　②　海外事業

　・フォワーディング事業等を基軸に事業拡大を図るため海外事業本部を設置し、従来、

　　陸運事業本部フォワーディング事業部とソリューション営業本部海外事業統括部とで行っていた

　　事業を、海外事業本部へ位置付ける ことにより海外事業運営体制を強化する。

（２）包装・資材事業運営体制の見直し

　　・西日本エリア営業部が担当する包装資材の外販業務を、包装・資材事業本部に位置付ける

　　　ことにより、内販外販合わせた一貫管理体制を構築し、事業の効率的運営を図る。

（３）各本部へ企画管理部を設置

　　・各本部の部門間連携窓口を明確にし、働き方改革をはじめとした諸活動推進における

　　　部門間の一層の連携を強化する。　

　　
（４）現場力強化に向けた技術管理および推進体制の見直し

　　・技術本部に、研修センターを設置し、主に特定業務従事者およびその管理者を対象に、

　　　全社共通のノウ・ホワイを共有する教育研修の企画・推進を担当させ、安全、安定物流

　　　実現を担う人材育成を行う。

　　・各種のシステム化推進を担当する情報システム部を技術本部に位置付け、安全ＱＡ環境部、

　　　技術部が有する技術、ノウハウと合わせた総合的かつ効率的な技術支援体制を構築し、

　　　働き方改革をはじめとする各種現場改善活動の加速を目指す。

　　・「安全」「安定」「効率」物流の実現に向けた、各現場での技術、安全・ＱＡ面等における

　　　諸活動の推進、各種管理、関連する要員の管理・育成について技術本部が統括する。

（５）統合推進体制の見直し

　　・事業統合の効率的かつ効果的推進の観点から統合推進部の事業統合後のシナジー創出機能を

　　　経営企画部に統合し、統合プロジェクトの推進から、

　　　統合後のシナジー創出・拡大までを一貫して推進できる体制とする。
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Ⅱ．組織図（２０２０年４月１日付）
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Ⅲ．役員関係人事（２０２０年３月３１日付）

新職名 旧職名 氏名

▽取締役　兼　常務執行役員退任 取締役　兼　常務執行役員 十亀　信吾

（４／１付　社長付＜管理嘱託＞） （経営企画部、総務部、人事部、経理部、 （ｿｶﾞﾒ　ｼﾝｺﾞ）

　情報システム部、統合推進室、

　働き方改革推進室　掌理）

▽取締役　兼　執行役員退任 取締役　兼　執行役員　陸運事業本部長 日髙　和重

（４／１付　菱化ロジテック株式会社 （ﾋﾀﾞｶ　ｶｽﾞｼｹﾞ）

　（取締役社長就任予定）)

▽執行役員退任 執行役員　鹿島支社長 田中　真一

（４／１付　監査室＜管理嘱託＞） （ﾀﾅｶ　ｼﾝｲﾁ）

▽執行役員退任 執行役員　ソリューション営業本部 杉之内　幸一

（４／１付　海外事業本部長付＜管理嘱託＞） 海外事業統括部長 （ｽｷﾞﾉｳﾁ　ｺｳｲﾁ）

▽執行役員退任 執行役員　包装・資材事業本部長 菅　忠則

（４／１付　社長付　兼　包装・資材事業本部 （ｽｶﾞ　ﾀﾀﾞﾉﾘ）

　＜管理嘱託＞）

▽執行役員退任 執行役員　陸運事業本部企画部長 白土　雄二郎

（４／１付　陸運事業本部企画管理部 兼　同本部営業開発部長 （ｼﾗﾂﾁ　ﾕｳｼﾞﾛｳ）

　ＬＩＦＥグループ＜管理嘱託＞）

▽執行役員退任 執行役員　人事部長 青木　真二

兼　同部人づくり推進室長 （ｱｵｷ　ｼﾝｼﾞ）

Ⅳ．人事異動（２０２０年３月３１日付）

新職名 旧職名 氏名

▽理事退任 菱化ロジテック株式会社（鹿島支店長） 山下　依明

　（菱化ロジテック株式会社（鹿島支店長継続）） （当社理事） （ﾔﾏｼﾀ　ﾖﾘｱｷ）
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Ⅴ．役員関係人事（２０２０年４月１日付）

新職名 旧職名 氏名

▽取締役　兼　常務執行役員　海外事業本部長 取締役　兼　常務執行役員　ソリューション営業本部長 相川　幹治

（経営企画部、総務部、人事部、経理部、 （包装・資材事業本部、ベトナム駐在員事務所　掌理） （ｱｲｶﾜ　ｶﾝｼﾞ）

　働き方改革推進室　掌理）

▽取締役　兼　執行役員　陸運事業本部長 菱化ロジテック株式会社（取締役社長） 日向　勇三郎

（当社取締役　兼　執行役員） （ﾋｭｳｶﾞ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ）

▽取締役　兼　執行役員　陸運事業本部副本部長 三菱ケミカル株式会社（購買部長　兼　物流部長） 長野　洋三

　兼　同本部企画管理部長 兼　当社取締役（非常勤） （ﾅｶﾞﾉ　ﾖｳｿﾞｳ）

▽取締役　兼　執行役員　包装・資材事業本部長 執行役員　ソリューション営業本部営業２部長 梅木　俊宏

兼　同本部営業３部長 （ｳﾒｷ　ﾄｼﾋﾛ）

兼　三菱ケミカル株式会社（物流部）

▽四日市ケミカルステーション株式会社 執行役員　社長付 橋本　望

　（取締役社長就任予定） （ﾊｼﾓﾄ　ﾉｿﾞﾑ）

　兼　当社陸運事業本部

　（当社執行役員継続）

▽執行役員　海運事業本部企画管理部長 理事　海運事業本部海運部長 伊藤　昌司

　兼　同本部海運部長 （ｲﾄｳ　ｼｮｳｼﾞ）

▽執行役員　人事部長 三菱ケミカル株式会社（理事役　技術部副部長） 島倉　健吉

　兼　同部人づくり推進室長 （ｼﾏｸﾗ　ｹﾝｷﾁ）

▽リンタスブアナカセイ社社長 リンタスブアナカセイ社社長 澤村　博史

　兼　ダイアロジスティクスインドネシア社社長 兼　ダイアロジスティクスインドネシア社社長 （ｻﾜﾑﾗ　ﾋﾛｼ）

　（当社執行役員就任） （当社理事）
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Ⅵ．人事異動（２０２０年４月１日付）

新職名 旧職名 氏名

▽陸運事業本部第１事業部長 ソリューション営業本部物流管理部長 岩本　潔

　兼　三菱ケミカル株式会社（物流部） （ｲﾜﾓﾄ　ｷﾖｼ）

▽陸運事業本部第２事業部長 ソリューション営業本部営業１部長 馬場　祐司

（ﾊﾞﾊﾞ　ﾕｳｼﾞ）

▽陸運事業本部第３事業部長 鹿島支社筑波支店長 原口　秀俊

（ﾊﾗｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾄｼ）

▽理事　包装・資材事業本部副本部長 包装・資材事業本部長付 水野　達也

　兼　同本部企画管理部長 兼　三菱ケミカル株式会社（購買部） （ﾐｽﾞﾉ　ﾀﾂﾔ）

▽包装・資材事業本部第１事業部長 包装・資材事業本部企画管理部長 縄田　直行

　兼　三菱ケミカル株式会社（購買部） （ﾅﾜﾀ　ﾅｵﾕｷ）

▽包装・資材事業本部第２事業部長 西日本エリア営業部包装・資材部長 久恒　直樹

（ﾋｻﾂﾈ　ﾅｵｷ）

▽理事　海外事業本部企画管理部長 陸運事業本部　フォワーディング事業部長 枝光　康幸

　兼　同本部フォワーディング事業部長 （ｴﾀﾞﾐﾂ　ﾔｽﾕｷ）

▽理事　技術本部企画管理部長 理事　黒崎支社長 佐伯　浩次

（ｻｴｷ　ｺｳｼﾞ）

▽技術本部情報システム部長 情報システム部長 野田　秀征

（ﾉﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾏｻ）

▽技術本部研修センター所長 人事部人づくり推進室長付 木原　伸一

（ｷﾊﾗ　ｼﾝｲﾁ）

▽理事　経営企画部長 理事　経営企画部長 神谷　孝浩

兼　統合推進室長 （ｺｳﾔ　ﾀｶﾋﾛ）

▽理事　総務部長 総務部長 土山　大治

　兼　内部統制推進部長 兼　内部統制推進部長 （ﾂﾁﾔﾏ　ﾀﾞｲｼﾞ）

▽理事　働き方改革推進室長 三菱ケミカル株式会社（三菱ケミカルタイランド社社長） 柏木　尚

（ｶｼﾜｷﾞ　ﾀｶｼ）

▽理事　鹿島支社長 理事　働き方改革推進室長 赤澤　誠司

兼　技術本部副本部長 （ｱｶｻﾞﾜ　ｾｲｼﾞ）

▽理事　黒崎支社長 理事　坂出支社長 蒲田　篤

（ｶﾊﾞﾀ　ｱﾂｼ）

▽理事　坂出支社長 陸運事業本部管理部長 久保田　朗

（ｸﾎﾞﾀ　ｱｷﾗ）

▽理事　長浜支社安全ＱＡ環境部長 四日市支社富山支店長 薗田　真二

（ｿﾉﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ）

▽菱化ロジテック株式会社（総務部長） 菱化ロジテック株式会社（総務部長） 平田　浩二

　（当社理事就任） （ﾋﾗﾀ　ｺｳｼﾞ）
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