
 

 

2019年 11月 27日 

株式会社クラレ 

 

主要組織改定および人事異動の件（2020年 1月 1日付） 

 

当社は次の通り 2020 年 1 月 1 日付の主要な組織改定および人事異動を行うことを決定しまし

たので、お知らせいたします。 

なお、今回発表する以外の同日付組織改定および人事異動（部レベル）については後日発表い

たします。 

 

１．方針  

当社は、2018 年度より 3 ヵ年の中期経営計画「PROUD2020」に取り組んでいます。その最

終年度となる 2020 年度は、これまでに実行した施策の成果をいち早く発現させるため、継続性

を意識した組織改定を行い、全組織を挙げて対処すべき課題に迅速・果断に取り組んでまいりま

す。また、グローバルに成長を続ける企業として、外国人を取締役として登用し、一層のガバナ

ンス強化を図ってまいります。 

一方、引き続き、次世代の経営を担う人材の主要ポスト登用を念頭に置いた人事異動を行って

まいります。 

 

 

 ２．組織改定の内容  

・ グローバル化のさらなる加速とガバナンス強化のため、海外現地法人トップの外国人１

名を取締役に登用する。 

・ イソプレンカンパニーに、事業の一体的かつ円滑な運営、ならびにタイにおける事業化

の推進を加速するため、副カンパニー長を置く。 

・ ＷＳフィルム事業部をブランディング強化の観点からモノソル事業部に改組する。 

・ 人材育成、技術継承をより組織的・効果的に推進するため、人事部下にある研修所を総

務・人事本部直轄とし、その機能を強化する。 

 

 

 ３．改定後組織図・人事異動  

別紙の通り。 

 

                              以 上 



３－１ 組織図（株式会社クラレ 2020年 1月 1日付） 
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３－２　人事異動（１月１日付）

【株式会社クラレ】 ＊役位は1月1日現在
新職名 現職名 氏名

社長補佐 繊維カンパニー長、大阪事業所担当 代表取締役・専務執行役員
松山　貞秋

　
社長補佐 管理部門担当 取締役・専務執行役員

久川　和彦
　

社長補佐 技術本部担当、国内事業所担当、 取締役・常務執行役員
（2020年3月常勤監査役就任予定） 環境安全センター担当 中山　和大

　
イソプレンカンパニー長 イソプレンカンパニー長 取締役・常務執行役員

兼 イソプレンカンパニーエラストマー事業部長 阿部　憲一
　

繊維カンパニー長、大阪事業所担当 機能材料カンパニー長 取締役・常務執行役員
佐野　義正

　
経営企画室担当、ＣＳＲ本部担当、管理部門担当 経営企画室担当、ＣＳＲ本部担当 取締役・常務執行役員

兼 経営企画室長 兼 経営企画室長 多賀　敬治
　

研究開発本部担当、 研究開発本部担当、 常務執行役員
アクア事業推進本部担当 アクア事業推進本部担当 柏村　次史

兼 研究開発本部長 兼 研究開発本部長
兼 アクア事業推進本部長

機能材料カンパニー長 機能材料カンパニー副カンパニー長 常務執行役員
兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部長 兼 機能材料カンパニー炭素材料事業部長 髙井　信彦

　
技術本部担当、国内事業所担当、 技術本部長 執行役員
環境安全センター担当 大村　章
　
ビニルアセテートフィルムカンパニー
モノソル事業部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー
ＷＳフィルム事業部長

執行役員
P. スコット　ベニング

兼 モノソル社長 兼 モノソル社長

倉敷事業所長 岡山事業所長 執行役員
津軽　利紀

イソプレンカンパニー副カンパニー長 イソプレンカンパニー 執行役員
兼 イソプレンカンパニー

イソプレンケミカル事業部長
イソプレンケミカル事業部長 尾松　俊宏

クラレテクノ株式会社社長補佐 倉敷事業所長 執行役員
（2020年3月同社社長就任予定） 松崎　一朗

技術本部長 ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部長

執行役員
川原　孝春

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部長

繊維カンパニー生活資材事業部長 繊維カンパニー繊維資材事業部長 松尾　信次
兼 クラレクラフレックス株式会社社長

岡山事業所長 西条事業所長 坂本　和繁

繊維カンパニー繊維資材事業部長 クラレ香港社長 高井　庸善

アクア事業推進本部担当付 アクア事業推進本部副本部長 伊藤　隆雄
（鹿島南共同発電株式会社常務取締役就任予定） 兼 クラレアクア株式会社社長

アクア事業推進本部長 繊維カンパニー生活資材事業部長 足立　篤美
兼 クラレアクア株式会社社長 兼 クラレクラフレックス株式会社社長

管理部門総務・人事本部研修所長 新潟事業所長 石浦　一成

新潟事業所長 技術本部動力統括部長 金道　正裕
兼 技術本部デジタル戦略統括部長

西条事業所長 西条事業所フィルム生産・技術開発部長 伊木　隆

イソプレンカンパニー イソプレンカンパニー 井上　淳
エラストマー事業部長 エラストマー事業部副事業部長

ビニルアセテート樹脂カンパニー
生産技術統括本部長

技術本部企画管理部長 三村　仁之

兼 ビニルアセテートフィルムカンパニー
生産技術統括本部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー
ポバールフィルム事業部副事業部長

ビニルアセテートフィルムカンパニー
ポバールフィルム事業部
ポバールフィルム販売部長

熊野　敦

ビニルアセテートフィルムカンパニー
モノソル事業部副事業部長

モノソル副社長 クリスチャン　ハーマン

兼 モノソル副社長



３－３　クラレグループ会社人事異動【役員クラス】

【クラレテクノ株式会社】
（2020年1月1日付）

新職名 現職名 氏名
社長補佐 株式会社クラレ倉敷事業所長 松崎　一朗

（2020年3月株主総会開催日予定）
新職名 現職名 氏名

社長 社長補佐 松崎　一朗

常勤顧問 社長 渡邊　久一

【クラレ香港】
（2020年1月1日付）

新職名 現職名 氏名
社長 株式会社クラレ繊維カンパニー

クラリーノ事業部
ライフスタイルマテリアル部長

本田　省治

株式会社クラレ繊維カンパニー
繊維資材事業部長

社長 高井　庸善

【株式会社入間カントリー倶楽部】
（2020年3月株主総会開催日予定）

新職名 現職名 氏名
退任 取締役会長 河内　辰雄

以　上


