
２０１４年６月１３日付
  組織変更および役員の職務分担の変更、人事異動について

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：豊田周平）は、下記のとおり、組織変更    

および役員の職務分担の変更、人事異動を行います。

１．主な組織変更の内容 ※新組織 ７７部（変更前と比較し、３部減少）

１）センター組織の変更

（１）技術開発本部

  グローバル開発体制の強化、意思決定の迅速化を図るため、

  ①「技術管理センター」を新設して技術管理部を置き、各地域Ｒ＆Ｄとの連携を強化

  ② 製品統括センターを「製品企画開発センター」に改称し、車室空間企画室（部格）、

   実験部、試作部、材料技術開発部、デザイン部、原価質量企画部を置く

（２）生技生産本部

    グローバル業務や各地域との連携強化、意思決定の迅速化を図るため、

    ① 生産技術センターを「内装アッセンブリー生技センター」「ユニット部品生技センター」に分割し、

    内装アッセンブリー生技センターに生技管理部、環境部、内外装生技部、シート生技部を置き、

     ユニット部品生技センターに機能品開発部、メタル生技部、ＦＰＴ生技部、繊維開発部を置く

２）部組織の変更

（１）新設

① ＴＮＧＡ※への取り組みを強化するため「ＢＲシート機器先行開発室」を新設

  ※Toyota New Global Architecture

② 繊維技術部と繊維生技部を統合し「繊維開発部」とする

③ 製造センター グローバル生産推進室を「グローバル生産推進部」とする

（２）再編

① ＢＲコンポジットシート開発室を「第２シート設計部」に統合

② 秘書部を「総務部」に統合

③ 設計品質向上推進室を「技術管理部」に統合

④ 電子技術部を「シート開発センター」に移管

⑤ 生産調査部を「生技生産本部」直轄とする

⑥ 工機部を「機能品開発部」に統合

⑦ 安全衛生部を「製造センター」に移管
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２．取締役・専務役員・常務役員の職務分担

（変更のあった取締役・専務役員・常務役員のみ記載、太字＝変更部分、○＝昇任、新任）

新担当 旧担当 役職・氏名

欧州・アフリカ地域本部 統括

トヨタ紡織ヨーロッパ 会長

技術開発本部 本部長

ＡＣＴ事業本部 副本部長

製品企画開発センター センター長

ＢＲ－ＳＮＷ室、ＢＲ－ＳＡ室、

ＢＲシート機器先行開発室 統括

欧州・アフリカ地域本部 統括

トヨタ紡織ヨーロッパ 会長

技術開発本部 本部長

ＡＣＴ事業本部 副本部長

製品統括センター センター長

ＢＲコンポジットシート開発室、

ＢＲ－ＳＮＷ室、ＢＲ－ＳＡ室、

ミラノデザインブランチ 統括

取締役副社長

宮寺 和彦

米州地域本部、繊維事業 統括

米州地域本部 生準担当

トヨタ紡織アメリカ 取締役

生技生産本部 本部長

米州地域本部、繊維事業 統括

トヨタ紡織アメリカ 取締役

生技生産本部 本部長

生産技術センター、生産管理センターセンター長

取締役副社長

滝  隆道

日本地域本部 統括

収益改善推進本部 本部長

監査改良室 統括

日本地域本部、日本事業 統括

収益改善推進本部 本部長

監査改良室 統括

取締役兼専務役員

野田 憲一

ＦＰＴ事業 統括

先端技術開発センター、

フィルタ・パワートレーン機器開発センター

センター長

製品企画開発センター 副センター長

基礎研究所 所長

ＦＰＴ事業 統括

技術開発本部 副本部長

先端技術開発センター、

フィルタ・パワートレーン機器開発センター、

シート開発センター センター長

製品統括センター 副センター長

先行開発部、航空機シート設計室 担当

取締役兼専務役員

堀  弘平

中国地域本部、繊維製品 統括

繊維事業 副統括

製造センター センター長

生産管理部（ＴＰＭ推進） 担当

猿投工場 工場長

中国地域本部、繊維製品 統括

生技生産本部 副本部長

製造センター センター長

繊維事業、繊維生技部、安全衛生部、

猿投工場 担当

猿投工場 工場長

取締役兼専務役員

山内 得次

コーポレート戦略企画本部、

グローバル営業本部 副本部長

グローバル営業本部 副本部長

ＴＢＡ－Ｊ室、営業企画部、トヨタ営業部、

東京支社 担当

取締役兼専務役員

○伊藤 嘉浩

豊田紡織（中国） 総経理 豊田紡織（中国） 総経理

中国地域Ｒ＆Ｄ 担当

専務役員

山本 直

トヨタ紡織アメリカ 社長

組織能力向上推進本部（グローバル人事）担当

トヨタ紡織アメリカ 社長

組織能力向上推進本部（グローバル人事）、

米州地域Ｒ＆Ｄ 担当

専務役員

鈴木 輝男

中国地域本部 品質担当

豊田紡織（中国） 上級副総経理

広州桜泰汽車飾件 総経理

広州桜泰汽車飾件 総経理
専務役員

○吉川 靖司

刈谷工場、豊橋工場、関東工場 工場長 環境部、ＦＰＴ生技部、刈谷工場、豊橋工場、

関東工場 担当

刈谷工場、豊橋工場、関東工場 工場長

常務役員

尾関 信幸

シートウレタン製品 統括

製品企画開発センター 副センター長

材料技術開発部､デザイン部 担当

ミラノデザインブランチ 統括

シートウレタン製品 統括

トリム開発センター センター長

ＢＲ－ＳＮＷ室、ＢＲ－ＳＡ室、電子技術部、

材料技術開発部､トリム標準部品設計部、

内外装生技部、ミラノデザインブランチ 担当

先端技術開発センター ＥＳＣ

常務役員

鬼頭 修



新担当 旧担当 役職・氏名

アジア・オセアニア地域本部 生準担当

トヨタ紡織アジア 取締役

生産管理センター センター長

製造センター 副センター長

ＴＢＡＳ－Ｊ室、生産管理部、

新製品進行管理部、大口工場 担当

大口工場 工場長

常務役員

南  康

中国地域本部 生準担当

豊田紡織（中国） 董事

シートフレーム製品 統括

ユニット部品生技センター センター長

シートフレーム製品 統括

ＴＢＣＨ－Ｊ室、機能品開発部、シート生技部、

メタル生技部、工機部、岐阜工場 担当

岐阜工場 工場長

常務役員

上村 浩一

アジア・オセアニア地域本部 品質担当

トヨタ紡織アジア 取締役

大口工場、岐阜工場、高岡工場 工場長

監査改良室、ＴＱＭ推進室、品質保証部、

品質管理部 担当
常務役員

川崎 俊夫

シート開発センター センター長 シート製品 統括

製品統括センター 副センター長

ＳＡＴ推進室、シート標準部品設計部、

第１シート設計部、第２シート設計部、

第３シート設計部 担当

先端技術開発センター ＥＳＣ

常務役員

森 俊彦

米州地域本部 品質担当

トヨタ紡織アメリカ 上級副社長

トヨタ紡織アメリカ 上級副社長 常務役員

望月 郁夫

品質向上推進本部 副本部長 製品統括センター 副センター長

試作部、第１トリム設計部、

第２トリム設計部 担当

常務役員

濱島 行秀

内装製品（カーペット・天井） 統括

トリム開発センター センター長

製品企画開発センター 副センター長

原価質量企画部 担当

内装製品（カーペット・天井） 統括

製品統括センター 副センター長

ＢＲコンポジットシート開発室、

原価質量企画部、

欧州・アフリカ地域Ｒ＆Ｄ 担当

常務役員

渡辺 尚人

欧州・アフリカ地域本部 品質・生準担当

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

内装アッセンブリー生技センター センター長

ドアトリム製品 統括

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

ＴＢＥＵ－Ｊ室、トリム標準部品設計部、

生技管理部、内外装生技部、高岡工場 担当

高岡工場 工場長

常務役員

加納 伸二

トヨタ紡織ブラジル 社長

トヨタ紡織アメリカ 上級副社長

トヨタ紡織ブラジル 社長 常務役員

蜂須賀 学

トヨタ紡織アジア 社長 トヨタ紡織アジア 社長

アジア・オセアニア地域Ｒ＆Ｄ 担当

常務役員

五百木 広志

収益改善推進本部 副本部長 グローバル調達推進部、経理部、

原価質量企画部 担当

常務役員

亀野 宙一

技術管理センター センター長

製品企画開発センター 副センター長

コーポレート戦略企画本部（グローバルＩＴ）、

車室空間企画室、実験部、試作部 担当

ＩＴ推進部 部長

ＩＴ推進部、技術管理部、実験部 担当

ＩＴ推進部 部長
常務役員

角田 浩樹

組織能力向上推進本部 副本部長 グローバル人材開発部 部長 常務役員

○小出 一夫

トヨタ紡織ヨーロッパ 上級副社長 トヨタ紡織南アフリカ 社長 常務役員

○松島 義臣



３．技監の職務分担

（変更のあった技監のみ記載、太字＝変更部分）

新担当 旧担当 氏名

トヨタ紡織アメリカ 取締役

生産調査部 担当

ＴＢＡ－Ｊ室、生産調査部 担当
小川 邑明

シートカバー製品 統括

日本地域本部 副統括

技能育成センター センター長

シートカバー製品 統括

日本事業統括室 担当 平野 芳昭

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

猿投工場 担当

トヨタ紡織ヨーロッパ 取締役

ＴＢＥＵ－Ｊ室

（紡織オートモーティブヨーロッパ） 担当

城所 敏雄

４．人事異動 （部をまたぐ異動者、部門長・拠点長の異動、昇格者（○）のみ記載）

Ｇ０※ ６名  ※従来の参与

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

実験部 部長

[兼] 試作部 部長
実験部 部長 坂井 生知

パワートレーン技術部 部長 パワートレーン技術部 部長 ○敷田 卓祐

オートモーティブテクノロジーシステムズ 社長 オートモーティブテクノロジーシステムズ 社長 ○海野 明弘

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織アジア 出向 ○中江 和敏

トヨタ車体精工 出向 トヨタ車体精工 出向 ○長屋 正治

株式会社ＭＥＣＡＲＯ 出向 株式会社ＭＥＣＡＲＯ 出向 ○中村 道彦

Ｇ１※ ２６名  ※従来の基幹職１級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

トヨタ営業部 プロジェクト推進室 主査 営業企画部 主査 尾関 壽仁

グローバル人材開発部 部長 グローバル人材開発部グローバル人事室 室長 三宅 正光

総務部 主査 秘書部 部長 根賀 玲

品質保証部 グローバル品質統括室 主査 ＴＱＭ推進室 室長 中川 朗

技術管理部 部長 デザイン部 主査 平井 慎司

技術管理部 設計品質向上推進室

車種ＡＥグループ 主査
監査改良室 主査 小山 陽一郎

技術管理部 知的財産室 主査 製造センター 主査 工藤 徹

製品企画開発センター ＥＰＭ トリム標準部品設計部 部長 大山 修司

トリム標準部品設計部 部長 製品統括センター ＧＮＣＢチーム ＰＭ 多和田 和広

トリム標準部品設計部 主査 設計品質向上推進室 室長 津谷 英希



（Ｇ１の続き）

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

生技管理部 部長 ＦＰＴ生技部 部長 加藤 康久

生技管理部 米州生技企画室 室長 ＡＲＪマニュファクチュアリング 社長 鳥居 秀紀

シート生技部 主査 長春富維豊田紡織汽車飾件 総経理 武内 仁

機能品開発部 主査 工機部 部長 辻  直之

ＦＰＴ生技部 部長 ＦＰＴ生技部 主査 久野 哲也

繊維開発部 部長 繊維技術部 部長 野田 博丈

安全衛生部 部長 生技管理部 部長 内輪 学

グローバル生産推進部 部長 製造センター グローバル生産推進室 室長 岡部 滋介

グローバル生産推進部 主査 製造センター グローバル生産推進室 主査 鈴木 章泰

トヨタ紡織アメリカ 出向 生産調査部 主査 菱田 淳一

トヨタ紡織アジア 出向 トヨタ紡織インドネシア 社長 下村 武

トヨタ紡織インドネシア 社長 トヨタ紡織アジア 出向 鉾谷 義和

新三興 総経理 新三興 出向 早川 恭史

成都豊田紡汽車部件 総経理 豊田紡織（中国） 出向 杉浦 正

トヨタ紡織ヨーロッパ 出向
トヨタ紡織トルコ 社長

[兼] ＴＢソーテックトルコ 社長
廣田 健二

トヨタ紡織トルコ 出向 技術管理部 部長 外薗 勝彦

Ｇ２※／部門長・拠点長 ８名  ※従来の基幹職２級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

ＴＱＭ推進室 室長 ＴＱＭ推進室 総括グループ グループ長 岡本 利雄

車室空間企画室 室長 製品統括センター 車室空間企画室 室長 古田 雅子

大口工場 副工場長

[兼] 大口製造管理部 部長

[兼] 大口製造部 部長

大口工場 副工場長

[兼] 大口製造管理部 部長
伊藤 純治

猿投製造管理部 部長 トヨタ紡織ゲートウェイ（タイランド） 出向 鈴木 禎信

ＡＲＪマニュファクチュアリング 社長 猿投製造管理部 部長 角野 公彦

長春富維豊田紡織汽車飾件 総経理 天津豊田紡汽車部件 総経理 杉戸 賢治

トヨタ紡織トルコ 社長

[兼] ＴＢソーテックトルコ 社長
トヨタ紡織トルコ 出向 ツルハン ハリム

トヨタ紡織南アフリカ 社長 トヨタ紡織南アフリカ 工場長
ジョン ダドリー

カールソン



Ｇ２ ２３名

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

ＩＴ推進部 システム企画室

テンプレート化グループ グループ長
トヨタ紡織ヨーロッパ 出向 森田 康之

トヨタ営業部 シート・繊維営業室 主査 グローバル人材開発部 グローバル人材育成室 室長 渡辺 誠

総務部 社史編纂グループ 主査 猿投製造管理部 主査 吉木 満

総務部 秘書室 室長 営業企画部 営業企画室 室長 後藤 洋明

総務部 秘書室 主査 秘書部 主査
クリスティーン

ヴァンブランデレン

技術管理部 開発能力向上推進室

人材育成グループ グループ長
実験部 主査 田口 伸二

製品企画開発センター ＰＭ３チーム ＰＭ ＡＣＴ推進部 ＰＭ 馬淵 忠幸

第２シート設計部コンポジットシート開発室 室長 ＢＲコンポジットシート開発室 室長 松葉 國弘

第２トリム設計部ＧＮＣＢトリム設計室 室長 トリム標準部品設計部ＧＮＣＢトリム設計室 室長 谷口 善昭

機能品開発部 主査 工機部 主査 都築 邦昌

機能品開発部 主査 工機部 主査 花之内 喜与秀

機能品開発部 樹脂型工機室 室長 工機部 設備型工機室 室長 朝日 勝彦

機能品開発部 設備工機室 室長 工機部 工機開発室 室長 武智 明仁

繊維開発部 主査 繊維生技部 部長 山本 孝

繊維開発部 繊維生技室 室長 繊維技術部 繊維製品開発室 室長 酒井 秋人

新製品進行管理部 主査 大口製造部 部長 中田 武文

製造センター 主査 生技管理部 グローバル生技企画室 主査 太田 雅之

製造センター 主査
設計品質向上推進室

監査・改善グループ グループ長
数井 伸彦

グローバル生産推進部グローバル工務支援室 室長 猿投製造管理部 主査 石黒 健二

グローバル生産推進部 グローバル工務支援室

品質技術グループ グループ長
猿投第１製造部 猿投トリム製造室 室長 小掠 英則

トヨタ紡織アメリカ 出向 製品統括センター ＰＭ１チーム ＰＭ 奥田 智彦

トヨタ紡織アメリカ 出向 フィルタ技術部 第３フィルタ技術室 室長 吉次 厚詞

マスター トリム アルゼンチン 出向 トヨタ紡織ブラジル 出向 杉山 克彦

Ｇ３※／部門長・拠点長 ３名  ※従来の基幹職３級

新役職・所属 旧役職・所属 氏名

ＢＲシート機器先行開発室 室長
シート標準部品設計部 第２標準部品設計室

第１グループ グループ長
江﨑 誠

ＳＫオートインテリア 社長 ＳＫオートインテリア 出向 今枝 聖滋

天津豊田紡汽車部件 総経理 天津豊田紡汽車部件 出向 井澤 重信

以 上


