
                 
 
  

 

 

2019年 5月 9日 

各  位 

 

取締役他の人事異動および関連人事について 

 

 

 三井金属（社長 西田 計治）は、本日開催の取締役会において、取締役の人事を内定いたしまし

たので、その他関連人事も含めお知らせいたします。 

 

 

 

【本件お問い合わせ先】 

  三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028   FAX 03-5437-8029 

E ﾒｰﾙ PR@mitsui-kinzoku.com 

 

以 上 

 

 

◇添付資料 

『取締役他の人事異動および関連人事のお知らせ』（別紙 1） … 1部（全 2頁） 

『次期役員候補者について(ご参考)』（別紙 2）          … 1 部（全 1 頁） 

『新任社外取締役候補者の略歴』（別紙 3）           … 1 部（全 1 頁） 

『新任社外監査役候補者の略歴』（別紙 4）           … 1 部（全 1 頁） 



別紙1(1/2頁目）
2019年5月9日

三井金属鉱業株式会社
経営企画本部　広報部

１．退任予定取締役

新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

社外取締役
さとう　じゅんや

佐藤　順哉
2019年6月27日付

２．新任取締役候補者

▽社外取締役 社外監査役
みうら　まさはる

三浦　正晴
2019年6月27日付

３．新任監査役候補者

▽社外監査役
たけがわ　けいこ

武川　恵子
2019年6月27日付

４．執行役員の役割・役職変更

新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽関連事業統括部
　副事業統括部長
　兼　企画担当部長

監査部長 執行役員
やました　まさし

山下　雅司
2019年6月27日付

取締役他の人事異動および関連人事のお知らせ（その１）



別紙1(2/2頁目）
2019年5月9日

三井金属鉱業株式会社
経営企画本部　広報部

５．部門長他の人事

新　職 旧　職 継続職 氏　名 備　考

▽監査部長 総務部長
おかだ　よういち

岡田　洋一
2019年6月27日付

▽総務部長
総務部　副部長
兼　総務担当　担当部長

はなの　まさかず

花野　雅和
同上

▽MITSUI KINZOKU
　COMPONENTS INDIA
　PRIVATE LIMITED
 （ＭＫＣＩ）
　社長

機能材料事業本部
触媒事業部
営業部長

しまだ　まさかず

嶋田　雅一
同上

▽機能材料事業本部
　触媒事業部
　営業部長

MITSUI KINZOKU
COMPONENTS INDIA
PRIVATE LIMITED
（ＭＫＣＩ）
社長

わかむら　まこと

若村　真
同上

以上の全ての異動内容について、以下の点にご留意ください。

注1.…新職および継続職において、『兼○○○』と記載されていない職位が本務。

取締役他の人事異動および関連人事のお知らせ（その２）



別紙2
2019年5月9日

三井金属鉱業株式会社

経営企画本部 広報部

氏名 役　職 委嘱用務

にしだ　けいじ

西田　計治 代表取締役社長
当会社およびグループの経営計画立案、決定、推進の最高経営責任者
兼　当会社およびグループの業務執行の最高業務執行責任者

のう　たけし

納　武士
代表取締役常務取締役
兼　常務執行役員

機能材料事業本部長
および　監査部担当

ひさおか　いっし

久岡　一史
取締役
兼　常務執行役員

環境および安全衛生最高責任者
ならびに　生産技術部、品質保証部、保安環境部、知的財産部、基礎評
価研究所各担当

おおしま　たかし

大島　敬
取締役
兼　常務執行役員

経営企画本部長
兼　経営企画部長
および　総務部担当

まつなが　もりお

松永　守央 社外取締役

みうら　まさはる

三浦　正晴 社外取締役

以上、2019年6月27日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会で正式に決定する予定。

氏名 役　職 委嘱用務

よしだ　あきら

吉田　亮 常勤監査役

かどわき　たかし

門脇　隆 常勤監査役

いしだ　とおる

石田　徹 社外監査役

たけがわ　けいこ

武川　恵子 社外監査役

以　上

次期役員候補者について(ご参考)



別紙 3 

2019 年 5月 9日 

三井金属鉱業株式会社 

経営企画本部 広報部 

新任社外取締役候補者の略歴 

 

三浦 正晴（みうら まさはる）  

・生 年 月 日 1948年 5月 22日生 

・最 終 学 歴 1973年 3月  東京大学法学部卒業 

・経   歴 1975年 4月  検事任官 

2002年 8月  那覇地方検察庁検事正 

2004年 9月  法務省入国管理局長 

2007年 6月  大阪地方検察庁検事正 

2010年 1月  福岡高等検察庁検事長 

2011年 5月  弁護士登録 

2011年 5月  河上法律事務所入所 

2013年 6月  宮坂建設工業株式会社社外監査役（現任） 

2013年 6月  当社社外監査役（現任） 

2014年 4月  東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻教授（現任） 

2014年 4月  公益財団法人アジア刑政財団審議役（現任） 

2014年 6月  ＯＵＧホールディングス株式会社社外取締役（現任） 

2015年 5月  銀座中央法律事務所開所 

2017年 6月  公益財団法人安全衛生技術試験協会評議員（現任） 

2018年 8月  株式会社登寿ホールディングス社外監査役（現任） 

2019年 6月  当社 社外取締役（予定） 

以上 

 



別紙 4 

2019 年 5月 9日 

三井金属鉱業株式会社 

経営企画本部 広報部 

新任社外監査役候補者の略歴 

 

武川 恵子（たけがわ けいこ）  

・生 年 月 日 1958年 4月 23日生 

・最 終 学 歴 1981年 3月  東京大学卒業 

1989年 5月  米国ノースカロライナ州デューク大学経営大学院 卒業 

・経   歴 1981年 4月  総理府（現内閣府）入府 

2008年 7月  内閣府大臣官房審議官（共生社会政策担当） 

2009年 7月  内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当） 

2012年 12月 内閣府大臣官房政府広報室長 

2014年 7月  内閣府男女共同参画局長 

2018年 7月  内閣府日本学術会議事務局企画課学術研究団体等調査分析官 

2019年 4月  学校法人昭和女子大学教授（現任） 

2019年 6月  当社 社外監査役（予定） 

以 上 
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