
 

 

2022年 2月 22日 

各位 

 会 社 名   日 産 化 学 株 式 会 社 

代表者名      取締役社長    八木 晋介 

（コード番号 4021 東証第１部） 

問合せ先 経営企画部 CSR・広報室長 宮澤 知江 

（TEL 03-4463-8120） 

 

役員人事等に関するお知らせ 

 

役員人事および主要人事につき、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 役員人事等（2022年 4月 1日付） 

１） 取締役及び執行役員 

氏名 新 現 継続職 

八木 晋介  化学品事業部、生産技術部担当 

COO 

代表取締役 

取締役社長 

生産技術部門統括 

宮崎 純一  

副社長 

CFO 

経営管理部門統括 

CSR委員会委員長 

環境安全・品質保証委員会委員

長 

内部監査部、財務部、 

環境安全・品質保証部担当 

取締役 

本田 卓 

副社長 

ライフサイエンス事業統括 

ライフサイエンス研究統括 

知的財産部担当 

専務執行役員 

農業化学品事業部長 

取締役 

NCアグロ函館株式会社 取

締役社長 

Nissan Chemical Europe 

S.A.S. 代表取締役 

Nissan Chemical Agro Korea 

Ltd. 代表理事 

Nissan Agro Tech India 

PVT.LTD. 取締役会長 

Nissan Bharat Rasayan PVT. 

LTD. 取締役会長 

購買部担当 

三宅 敏郎 （退任） 
専務執行役員 

生物科学研究所長 
 



鈴木 周  

常務執行役員 

研究部門統括 

企画本部長 

医薬品事業部、知的財産部担当 

取締役 

吉田 洋憲  

常務執行役員 

CRO 

経営企画部長 

リスク・コンプライアンス委員

会委員長 

人事部担当 

取締役 

石川 元明 
専務執行役員 

機能性材料研究統括 
常務執行役員 

機能性材料事業部長 

Nissan Chemical America 

Corporation 取締役会長 

NCK Co., Ltd. 代表理事 

台湾日産化学股份有限公司 

董事長 

日产化学材料科技(苏州)有限

公司 董事長 

遠藤 秀幸 
常務執行役員 

企画本部長 

執行役員 

材料科学研究所長 
 

松岡 健 

常務執行役員 

CRO 

経営企画部長 

リスク・コンプライアンス委

員会委員長 

内部監査部、化学品事業部、 

人事部担当 

執行役員 

化学品事業部長 
 

佐藤 祐二 
常務執行役員 

農業化学品事業部長 

執行役員 

農業化学品事業部 副事業部長 

農業化学品事業部 海外本部長 

 

大門 秀樹 

常務執行役員 

CFO 

サステナビリティ・IR部長(*1) 

サステナビリティ委員会委員

長(*1) 

環境安全・品質保証委員会委

員長 

財務部、デジタル改革推進部

(*2)、環境安全・品質保証部担

当 

執行役員 

財務部長 
 

松村 光信 
企画本部 ヘルスケア企画部

長(*3) 

企画本部 ライフサイエンス材

料開発部長(*4) 
執行役員 

沖川 敏章 
執行役員 

化学品事業部長 

理事 

化学品事業部 事業推進部長 
 

中川 明浩 執行役員 
生産技術部 デジタル推進室長

(*5) 
生産技術部長 

石綿 紀久 執行役員 医薬品事業部長  



(*1) サステナビリティ・IR部を新設、これに伴い CSR委員会をサステナビリティ委員会に改称。 

(*2) デジタル戦略室と情報システム統括室からなるデジタル改革推進部を新設。 

(*3) 企画本部内にヘルスケア企画部を新設。 

(*4) 企画本部ライフサイエンス材料開発部を解消。 

(*5) 生産技術部デジタル推進室を解消。 

(*6) 医薬品事業部をヘルスケア事業部に改称。 

 

２） 理事 

(*1) 農業化学品事業部営業本部営業企画部を解消、同同営業本部内に国内営業部とラウンドアップ営業部を

新設。 

(*2) 情報システム室を情報システム統括室に改称。 

  

ヘルスケア事業部長(*6) 

氏名 新 現 継続職 

田中 規生 （退任） 
専務理事 

物質科学研究所長 

 

三田 猛志 物質科学研究所長 物質科学研究所 副所長 専務理事 

水流添 暢智 （退任） 
常務理事 

材料科学研究所 副所長 
 

柳木 秀規 （退任） 

理事 

富山工場 副工場長  

同 工務部長 

 

高橋 健 
サンアグロ株式会社 取締役

社長 

理事 

購買部長 
 

谷本 健二 
日本燐酸株式会社 取締役社

長（2022年 7月 1日付） 

理事 

環境安全・品質保証部長 
 

有田 信浩 
常務理事 

財務部長 

理事 

財務部副部長 
 

仁平 貴康 材料科学研究所長 企画本部 情報通信材料開発部長 理事 

横山 達朗 環境安全・品質保証部長 
物質科学研究所 物質解析研究部

長 
理事 

小松 英司 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部長(*1) 

農業化学品事業部 営業本部 営

業企画部長 
理事 

齊藤 雅人   
理事 

購買部長 

化学品事業部 ファインケミカル

営業部長  
 

阿部 秀幸 
理事 

デジタル改革推進部長 
財務部 情報システム室長(*2)  

中山 雅人 理事  
農業化学品事業部 事業推進

部長 

仁木 俊夫   
理事 

生物科学研究所長 
物質科学研究所 農薬研究部長  

渡邊 久幸 
理事 

内部監査部副部長 
企画本部 研究統括部長  



３）主要人事 

氏名 新 現 継続職 

河西 容督   
化学品事業部 ファインケミカ

ル営業部長  
 化学品事業部 企画開発部長 

渡辺 誠二 化学品事業部 事業推進部長 
化学品事業部 ファインケミカル

営業部 
 

大塚 義和 
機能性材料事業部 企画開発部

長 
機能性材料事業部 企画開発部  

篠﨑 靖尚 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 札幌営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 札幌営業部長 
 

鷲﨑 泰輔 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 仙台営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 仙台営業部長 
 

林 和也 
農業化学品事業部 営業本部  

国内営業部 東京営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 東京営業部長 
 

桑野 修 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 名古屋営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 名古屋営業部長 
 

向出 整司 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 大阪営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 大阪営業部長 
 

野田 勇 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 福岡営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 福岡営業部長 
 

八木 雅久 
農業化学品事業部 営業本部 

国内営業部 緑化営業部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 緑化営業部長  
 

合庭 朋之 
農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部長 

農業化学品事業部 営業本部  

営業企画部 
 

須藤 寛幸 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 札幌ラ

ウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 札幌営業部 ラウン

ドアップグループリーダー 

 

寺口 昌宏 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 仙台ラ

ウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 仙台営業部 ラウン

ドアップグループリーダー 

 

海野 友洋 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 東京ラ

ウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 東京営業部 ラウン

ドアップグループリーダー 

 

岩﨑 政典 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 名古屋

ラウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 名古屋営業部 ラウ

ンドアップグループリーダー 

 

多留 豊 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 近畿ラ

ウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 大阪営業部 近畿 

ラウンドアップグループリーダ

ー 

 

古賀 竜介 

農業化学品事業部 営業本部  

ラウンドアップ営業部 中国・

四国ラウンドアップ部長 

農業化学品事業部 営業本部 

営業企画部 大阪営業部 中国・

四国 ラウンドアップグループ

リーダー 

 

松野 朋彦 農業化学品事業部 営業本部  農業化学品事業部 営業本部  



(*1) ヘルスケア事業部内にヘルスケア営業部を新設。 

  

ラウンドアップ営業部 福岡ラ

ウンドアップ部長 

営業企画部 福岡営業部 ラウン

ドアップグループリーダー 

内山 厳太郎 農業化学品事業部 海外本部長  

農業化学品事業部 海外本部

海外営業部長  

 

内藤 剛 
ヘルスケア事業部 事業推進部

長 
医薬品事業部 事業推進部長  

繁田 幸宏 
ヘルスケア事業部 ヘルスケア

営業部長(*1) 
物質科学研究所 医薬研究部  

中村 繁生 
ヘルスケア事業部 ファインテ

ック部長 

医薬品事業部 ファインテック部

長 
 

髙山 祐樹 企画本部 研究統括部長 
材料科学研究所 先端材料研究部

長 
 

小野 豪 
企画本部 情報通信材料開発部

長 
機能性材料事業部 企画開発部長  

槻 健次 
富山工場 次長  

富山工場 工務部長 
名古屋工場長  

名倉 弘倫 名古屋工場長 富山工場 製造部 製造第 4課長  

近間 克己 
物質科学研究所 物質解析研究

部長 
物質科学研究所 物質解析研究部  

玉田 佳丈 物質科学研究所 農薬研究部長 生産技術部  

杉浦 規生 
材料科学研究所 先端材料研究

部長 

材料科学研究所 ディスプレイ材

料研究部 
 



２． 役員人事等（2022年 6月 28日付） 

本年 6月 28日開催予定の第 152回定時株主総会にて、正式決定される予定です。 

１） 取締役及び監査役 

 

２）理事 

 

以上 

  

氏名 新 現 継続職 

宮崎 純一 特別顧問 取締役  

鈴木 周 （退任） 取締役  

吉田 洋憲 
日本燐酸株式会社 常務取締役 

（2022年 7月 1日付） 
取締役  

石川 元明 取締役  

専務執行役員 

機能性材料事業部長 

機能性材料研究統括 

Nissan Chemical America 

Corporation 取締役会長 

NCK Co., Ltd. 代表理事 

台湾日産化学股份有限公司 

董事長 

日产化学材料科技(苏州)有限

公司 董事長 

松岡 健 取締役  

常務執行役員 

CRO 

経営企画部長 

リスク・コンプライアンス委

員会委員長 

内部監査部、化学品事業部、

人事部担当 

大門 秀樹 取締役  

常務執行役員 

CFO 

サステナビリティ・IR部長 

サステナビリティ委員会委員

長 

環境安全・品質保証委員会委

員長 

財務部、デジタル改革推進部、

環境安全・品質保証部担当 

鬼塚 博 （退任） 監査役  

生頼 一彦 監査役 
執行役員 

内部監査部長 
 

氏名 新 現 継続職 

渡邊 久幸 内部監査部長 内部監査部副部長 理事 



【ご参考】役員および執行役員（2022年 4月 1日付） 

１．役員 

 (*1)社外取締役   (*2)社外監査役 

２．執行役員 

会長 木下 小次郎 CEO 

社長 八木 晋介 COO 

生産技術部門統括 

副社長 本田 卓 ライフサイエンス事業統括 

ライフサイエンス研究統括 

NCアグロ函館株式会社 取締役社長 

Nissan Chemical Europe S.A.S. 代表取締役 

Nissan Chemical Agro Korea Ltd. 代表理事 

Nissan Agro Tech India PVT.LTD. 取締役会長 

Nissan Bharat Rasayan PVT. LTD. 取締役会長 

知的財産部、購買部担当 

専務執行役員 石川 元明  機能性材料事業部長 

機能性材料研究統括 

Nissan Chemical America Corporation 取締役会長 

NCK Co., Ltd. 代表理事 

台湾日産化学股份有限公司 董事長 

日产化学材料科技(苏州)有限公司 董事長 

常務執行役員 遠藤 秀幸 企画本部長 

常務執行役員 松岡 健 CRO 

経営企画部長 

リスク・コンプライアンス委員会委員長 

内部監査部、化学品事業部、人事部担当 

常務執行役員 佐藤 祐二 農業化学品事業部長 

常務執行役員 大門 秀樹 CFO 

サステナビリティ・IR部長 

サステナビリティ委員会委員長 

環境安全・品質保証委員会委員長 

財務部、デジタル改革推進部、環境安全・品質保証部担当 

代表取締役  

取締役会長 
木下 小次郎 

代表取締役  

取締役社長 
八木 晋介 

取締役副社長 本田 卓 

取締役 宮崎 純一 

取締役 鈴木 周 

取締役 吉田 洋憲 

取締役 (*1) 大江 忠 

取締役 (*1) 大林 秀仁 

取締役 (*1) 片岡 一則 

取締役 (*1) 中川 深雪 

常勤監査役(*2) 鈴木 規弘  

常勤監査役(*2) 竹本 秀一 

常勤監査役 鬼塚 博 

監査役 (*2) 片山 典之 



執行役員 浜本 悟 農業化学品事業部副事業部長 兼 同営業本部長 

執行役員 生頼 一彦 内部監査部長 

執行役員 高子 康 富山工場長  

日産エンジニアリング株式会社  取締役社長 

執行役員 野村 正文 小野田工場長     

執行役員 畑  利幸 袖ケ浦工場長 兼 同五井製造所長 

執行役員 松村 光信 企画本部ヘルスケア企画部長 

執行役員 青木 篤己 埼玉工場長 

執行役員 川島 渡 人事部長 兼 同健康推進室長 

執行役員 沖川 敏章 化学品事業部長 

執行役員 中川 明浩   生産技術部長 

執行役員 石綿 紀久   ヘルスケア事業部長 

 

 

 

【ご参考】役員および執行役員（2022年 6月 28日付） 

本年 6月 28日開催予定の第 152回定時株主総会後の取締役会にて正式決定される予定です。 

 

１．役員 

 (*1)社外取締役   (*2)社外監査役 

２．執行役員 

会長 木下 小次郎 CEO 

社長 八木 晋介 COO 

生産技術部門統括 

副社長 本田 卓 ライフサイエンス事業統括 

ライフサイエンス研究統括 

NCアグロ函館株式会社 取締役社長 

Nissan Chemical Europe S.A.S. 代表取締役 

Nissan Chemical Agro Korea Ltd. 代表理事 

Nissan Agro Tech India PVT.LTD. 取締役会長 

Nissan Bharat Rasayan PVT. LTD. 取締役会長 

知的財産部、購買部担当 

代表取締役  

取締役会長 
木下 小次郎 

代表取締役  

取締役社長 
八木 晋介 

取締役副社長 本田 卓 

取締役 石川 元明 

取締役 松岡 健 

取締役 大門 秀樹 

取締役 (*1) 大江 忠 

取締役 (*1) 大林 秀仁 

取締役 (*1) 片岡 一則 

取締役 (*1) 中川 深雪 

常勤監査役(*2) 鈴木 規弘 

常勤監査役(*2) 竹本 秀一 

常勤監査役 生頼 一彦 

監査役 (*2) 片山 典之 



専務執行役員 石川 元明  機能性材料事業部長 

機能性材料研究統括 

Nissan Chemical America Corporation 取締役会長 

NCK Co., Ltd. 代表理事 

台湾日産化学股份有限公司 董事長 

日产化学材料科技(苏州)有限公司 董事長 

常務執行役員 遠藤 秀幸 企画本部長 

常務執行役員 松岡 健 CRO 

経営企画部長 

リスク・コンプライアンス委員会委員長 

内部監査部、化学品事業部、人事部担当 

常務執行役員 佐藤 祐二 農業化学品事業部長 

常務執行役員 大門 秀樹 CFO 

サステナビリティ・IR部長 

サステナビリティ委員会委員長 

環境安全・品質保証委員会委員長 

財務部、デジタル改革推進部、環境安全・品質保証部担当 

執行役員 浜本 悟 農業化学品事業部副事業部長 兼 同営業本部長 

執行役員 高子 康 富山工場長  

日産エンジニアリング株式会社  取締役社長 

執行役員 野村 正文 小野田工場長     

執行役員 畑  利幸 袖ケ浦工場長 兼 同五井製造所長 

執行役員 松村 光信 企画本部ヘルスケア企画部長 

執行役員 青木 篤己 埼玉工場長 

執行役員 川島 渡 人事部長 兼 同健康推進室長 

執行役員 沖川 敏章 化学品事業部長 

執行役員 中川 明浩   生産技術部長 

執行役員 石綿 紀久   ヘルスケア事業部長 

 

 


