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 News Release 
 ２０１６年３月２３日

トヨタ紡織株式会社 

 

 
２０１６年４月１日付 組織変更および人事異動について 

 

 

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：石井
いしい

 克
よし

政
まさ

）は、４月１日付で下記のとおり、

組織変更および人事異動を行います。 

 

記 

 

１．主な組織変更の内容   部格組織以上 

１）コーポレート分野 

（１）経営企画本部に、経営企画部、渉外広報部、東京支社を設置。 

（２）業務改革本部に、ＩＴ推進部を設置。 

（３）収益管理本部に、経理部、ビジネスマネジメント部を設置。 

（４）経営管理本部に、監査改良室、法務部、グローバル人材開発部、総務部、秘書部を設置。 

（５）先端研究開発本部に、基礎研究所、先端開発部を設置。 

２）製品事業分野 

（１）シート事業本部 

①シート事業本部に、シート事業戦略企画部、シート営業部、シート調達部、シート実験部、 

シート設計品質改善部を設置。 

 ②シート生技センターに、シートＳＥ推進室、シート生技部、シート骨格生技部、シート機能品生技部

を設置。 

 ③シートＳＳセンターに、シート製品企画部、ＳＡＴ推進部、第１シート設計部、第２シート設計部、

第３シート設計部、第４シート設計部を設置。 

 ④シート部品センターに、シート骨格開発推進室、シート機能品先行開発部、Ｆｒシート骨格開発部、

Ｆｒシート機能品開発部、Ｒｒシート骨格開発部、Ｒｒシート機能品開発部、シートカバー技術開発部

を設置。 

 ⑤ＡＣＴセンターに、ＡＣＴ推進部を設置。 
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（２）内外装事業本部 

 ①内外装事業本部に、内外装事業戦略企画部、内外装営業部、内外装調達部、内外装実験部、 

内外装先行開発部を設置。 

②内装ＳＳセンターに、内装ＳＳ製品企画設計部を設置。 

 ③内外装部品センターに、ドアトリム設計部、内外装トリム設計部、内外装生技部を設置。 

（３）ユニット部品事業本部 

 ①ユニット部品事業本部に、ユニット部品事業戦略企画部、ユニット部品営業部、ユニット部品開発部、

ユニット部品技術部を設置。 

②ユニット部品生技センターに、ＦＰＴ生技部、ユニット部品生技部を設置。 

 

３）地域事業分野 

（１）日本地域本部 

①日本地域本部に、日本地域統括部、日本地域品質管理部、ＶＡ推進室を設置。 

 ②第１製造センターに、刈谷工場、大口工場、岐阜工場、猿投工場、高岡工場、豊橋工場、関東工場 

および各工場の製造管理部・製造部を設置。 

 

４）機能連携推進分野 

（１）営業調達領域に、営業企画部、調達企画部を設置。 

（２）技術開発領域に、ＢＲ開発プロセス改革室、原価統括室、技術管理部、ミラノデザインブランチ、

デザイン部、車室空間企画部、材料技術開発部、試作部を設置。 

（３）生産技術領域に、ＢＲ生技生産力強化室、生技管理部、繊維開発部を設置。 

（４）品質領域に、品質保証部、グローバル品質管理室、ＴＱＭ推進室を設置。 

（５）生産管理領域に、生産企画部、生産管理部、新製品進行管理部を設置。 

（６）安全衛生環境領域に、安全衛生環境部を設置。 

（７）モノづくり推進領域に、生産調査部、グローバル生産推進部、技能育成推進部を設置。 

 



２．人事異動　　（部をまたぐ異動者、部門長・拠点長の異動のみ記載）

Ｇ０
※
　１名　　※従来の参与

新 旧 氏　名

ユニット部品開発部　部長 パワートレーン技術部　部長 敷田　卓祐

Ｇ１
※
　４４名　　※従来の基幹職１級

新 旧 氏　名

ビジネスマネジメント部　部長 グローバルＪ部　部長 髙橋　淳一

ビジネスマネジメント部　欧州室　室長 グローバルＪ部　ＴＢＥＵ－Ｊ室　室長 小山　裕司

シート事業戦略企画部　部長 原価質量企画部　部長 沢瀬　一彦

シート営業部　部長
［兼］内外装営業部　部長

トヨタ営業部　部長 磯谷　昌利

シート調達部　部長 グローバル調達推進部　第１調達室　室長 成沢　竜彦

シート調達部　第１調達室　主査 グローバル調達推進部　第１調達室　主査 樋口　晋二

シート実験部　部長 実験部　部長 虎尾　正徳

シートＳＥ推進室　室長 生技管理部　ＳＥ推進Ｇ　グループ長 梶田　尚樹

シート生技部　部長 内外装生技部　主査 妹尾　倫太郎

シート製品企画部　ＰＭ１チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ２チーム　ＥＰＭ 高田　直樹

シート製品企画部　ＰＭ２チーム　ＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ２チーム　ＰＭ 柴田　浩

シート製品企画部　ＰＭ２チーム　ＥＰＭ 第２シート設計部　部長 深本　昌宏

シート製品企画部　ＰＭ３チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ３チーム　ＰＭ 馬淵　忠幸

シート製品企画部　ＰＭ４チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ３チーム　ＥＰＭ 小島　和美

第２シート設計部　部長 製品企画開発センター　ＰＭ３チーム　ＰＭ 松井　雄一

第３シート設計部　部長
シート標準部品設計部　部長
［兼］Ｆｒシート骨格開発部　副部長

森下　健太郎

内外装事業戦略企画部　原価企画改善室　室長 第２内装ＳＳ開発部　部長 浦津　政美

内装ＳＳ製品企画設計部　ＰＭ１チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＥＰＭ 竹嶋　知彦

内装ＳＳ製品企画設計部　ＰＭ２チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ１チーム　ＥＰＭ 大山　修司

内装ＳＳ製品企画設計部　ＰＭ３チーム　ＥＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ４チーム　ＰＭ 川内　浩志

ドアトリム設計部　部長 内装部品開発部　部長 多和田　和広

ドアトリム設計部　主査 内装部品開発部　主査 津谷　英希

内外装生技部　部長 内外装生技部　欧州・アフリカ生技室　室長 野々部　二三夫

ユニット部品事業戦略企画部　部長 フィルタ技術部　部長 本田　稔

ユニット部品技術部　部長 フィルタ技術部　第２フィルタ技術室　室長 入山　晃

ユニット部品技術部　パワートレーン設計室　室長 フィルタ技術部　主査 鈴木　由康
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（Ｇ１　つづき）

新 旧 氏　名

日本地域品質管理部　部長 品質管理部　主査 武内　仁

第１製造センター　主査 製造センター　主査 皆川　辰也

高岡製造管理部　部長 猿投第２製造部　部長 松葉口　学

トヨタ紡織アメリカ 技術管理部　開発能力向上推進室　主査 浅野　孔一

トヨタ紡織オーストラリア　社長 グローバルＪ部　主査 稲垣　秀樹

広州桜泰汽車飾件　総経理 製造センター　主査 広瀬　明博

瀋陽豊田紡織汽車部件　総経理 高岡製造管理部　部長 鈴木　正貴

営業企画部　部長
［兼］ユニット部品営業部　部長

営業企画部　部長 杉浦　充

営業企画部　主査 トヨタ営業部　第１シート営業室　主査 惣ト　英文

調達企画部　部長 トヨタ紡織アメリカ 中島　明

ＢＲ開発プロセス改革室　室長 デザイン部　第２デザイン室　室長 秋谷　英紀

生技管理部　部長
［兼］ＢＲ生技生産力強化室　室長

生技管理部　部長
［兼］シート生技部　部長

鳥居　秀紀

生技管理部　主査 内装先行開発部　主査 永谷　保

グローバル品質管理室　室長 品質管理部　部長 山之内　さとし

グローバル品質管理室　第２Ｇ　主査 品質保証部　地域品質向上室　主査 中川　朗

生産管理部　部長 生産管理部　生産管理室　室長 杉崎　哲也

モノづくり推進領域　主査 生産管理部　部長 高瀬　成幸

グローバル生産推進部　保全推進グループ　主査 生産管理部　保全力向上推進Ｇ　主査 野場　泰彦

Ｇ２
※
／部門長・拠点長　１２名　※従来の基幹職２級

新 旧 氏　名

シート設計品質改善部　部長 シート開発センター　シート品質・評価室　室長 岡崎　裕行

シート機能品生技部　部長 メタル生技部　シート機能品生技室　室長 山崎　新彦

ＡＣＴ推進部　部長 航空機シート設計室　室長 神谷　剛史

内外装調達部　部長 グローバル調達推進部　第２調達室　室長 宇野　雅史

内外装実験部　部長 材料技術開発部　ＳＳ材料開発室　室長 冨田　晋司

内外装トリム設計部　部長 内装部品開発部　第３トリム設計室　室長 河田　禎之

日本地域統括部　部長 グローバルＪ部　日本事業統括室　室長 山本　直輝

猿投第２製造部　部長 猿投第２製造部　猿投シート製造室　室長 松川　専

トヨタ紡織カナダ　社長 トヨタ紡織カナダ 大河内　吏

原価統括室　室長 原価質量企画部　第１原価質量企画室　室長 小林　清之

ＴＱＭ推進室　室長 ＴＢカワシマ 北村　玉男

技能育成推進部　部長 技能育成センター　グローバル技能育成室　室長 小栗　知之
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Ｇ２
※
　５６名　　※従来の基幹職２級

新 旧 氏　名

経理部　主計室　主査 コーポレート戦略企画部　経営戦略室　主査 原田　保寿

ビジネスマネジメント部　中国室　室長 グローバルＪ部　ＴＢＣＨ－Ｊ室　室長 亀井　隆

基礎研究所　主査 シートカバー技術開発部　表皮開発室　室長 柘植　元基

先端開発部　新技術Ｒ＆Ｐ室　室長 Ｒｒシート骨格開発部　主査 加藤　健二

先端開発部　先端要素技術開発室　第２Ｇ　主査 製品企画開発センター　ＰＭ３チーム　主査 松葉　國弘

シート事業戦略企画部　事業戦略企画室　室長 グローバルＪ部　ＴＢＡ－Ｊ室　室長 保竹　智久

シート営業部　第１シート営業室　室長 トヨタ営業部　第１シート営業室　室長 笹谷　泰弘

シート営業部　第２シート営業室　室長 トヨタ営業部　第２シート営業室　室長 大蔵　正樹

シート実験部　総括Ｇ　グループ長 実験部　主査 佐々木　篤樹

シート実験部　評価計測技術開発室　室長 実験部　評価計測技術開発室　室長 川野　健二

シート実験部　第２実験室　室長 実験部　第１実験室　室長 平岡　学

シート設計品質改善部　シート標準化推進室　室長 シート標準部品設計部　シート標準化推進室　室長 長田　知晃

シート機能品生技部　総括Ｇ　主査 ユニット部品生技部　総括Ｇ　主査 都築　邦昌

シート機能品生技部　シート機能品生技室　室長
ユニット部品生技部　ユニット部品生技室
設備生準Ｇ　グループ長

中村　光邦

シート機能品生技部　シート機能品整備室　室長 ユニット部品生技部　設備工機室　室長 武智　明仁

シートＳＳ開発推進室　室長 シート開発センター　シート設計品質改善室　室長 渡辺　努

シート製品企画部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ４チーム　ＰＭ 福井　靖博

シート製品企画部　ＰＭ１チーム　主査 製品企画開発センター　ＰＭ２チーム　主査 岩本　和義

シート製品企画部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 第３シート設計部　部長 坪井　俊靖

シート製品企画部　ＰＭ３チーム　ＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ１チーム　ＰＭ 中川　佳久

シート製品企画部　ＰＭ３チーム　ＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ４チーム　主査 藤永　健司

シート製品企画部　ＰＭ４チーム　ＰＭ 製品企画開発センター　ＰＭ１チーム　ＰＭ 藤原　範彦

シート製品企画部　ＰＭ４チーム　主査 製品企画開発センター　ＰＭ２チーム　主査 久川　恵二

内外装事業戦略企画部　原価企画改善室　主査 原価質量企画部　第１原価質量企画室　主査 中村　英司

内外装営業部　内装ＳＳ営業室　室長 トヨタ営業部　内装ＳＳ営業室　室長 岩月　優幸

内外装営業部　内外装営業室　室長 トヨタ営業部　内外装部品営業室　室長 渡辺　誠

内外装実験部　主査 材料技術開発部　主査 江藤　浩太郎

内装ＳＳ製品企画設計部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 第２内装ＳＳ開発部　第２１内装ＳＳ開発室　室長 大島　俊彦

内装ＳＳ製品企画設計部　ＰＭ３チーム　ＰＭ 第２内装ＳＳ開発部　主査 宮地　豊
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（Ｇ２　つづき）

新 旧 氏　名

ドアトリム設計部　主査 第１内装ＳＳ開発部　部長 久田　祐治

ドアトリム設計部　第１ドアトリム設計室　室長 第１内装ＳＳ開発部　第１４内装ＳＳ開発室　室長 堀　宗則

ドアトリム設計部　第２ドアトリム設計室　室長 第１内装ＳＳ開発部　第１１内装ＳＳ開発室　室長 小川　寛徳

ユニット部品事業戦略企画部　企画室　室長 フィルタ技術部　ＦＰＴ製品企画室　室長 田中　和也

ユニット部品開発部
ユニット部品先行開発室　室長

パワートレーン技術部
第４パワートレーン技術室　室長

山田　英治

ユニット部品技術部　フィルタ設計室　主査
パワートレーン技術部
第１パワートレーン技術室　主査

山口　修司

ユニット部品技術部　フィルタ設計室　室長 フィルタ技術部　第１フィルタ技術室　室長 金　鎭喆

ユニット部品技術部　パワートレーン設計室　主査
パワートレーン技術部
第２パワートレーン技術室　室長

堀向　幸久

日本地域統括部　日本地域企画管理室　室長 グローバルＪ部　日本事業統括室　主査 折戸　厚憲

ＶＡ推進室　主査 豊橋製造管理部　主査 小原　政義

第１製造センター　主査 製造センター　主査 中田　武文

高岡製造管理部　高岡品質技術室　室長 長春富維豊田紡織汽車飾件有限公司　総経理 杉戸　賢治

営業企画部　東京営業室　室長 トヨタ営業部　東京営業室　室長 星野　正

調達企画部　生準・品質室　室長 グローバル調達推進部　生準品質室　室長 高木　優一

調達企画部　生準・品質室　主査 グローバル調達推進部　生準品質室　主査 都築　崇文

調達企画部　設備・材料調達室　室長 グローバル調達推進部　第３調達室　室長 川原　峰人

ＢＲ開発プロセス改革室　主査 シート開発センター　シート設計品質改善室　主査 清水　健久

ＢＲ開発プロセス改革室　主査 シート開発センター　シート設計品質改善室　主査 髙面　啓

ＢＲ開発プロセス改革室　主査 生技管理部　ＳＥ推進Ｇ　主査 辰ノ口　宏

車室空間企画部　商品企画室　室長 製品企画開発センター　ＰＭ４チーム　ＰＭ 山内　克仁

車室空間企画部　技術戦略室　主査 デザイン部　アドバンスデザイン室　ＳＰ－Ｇ　主査 岩堀　豊

車室空間企画部　技術戦略室　室長
―

（2016年4月1日付 トヨタ自動車株式会社より出向）
後藤　靖浩

グローバル品質管理室　主査 製品企画開発センター　ＰＭ３チーム　主査 井上　典昭

グローバル品質管理室　第１Ｇ　グループ長
品質保証部　地域品質向上室
グローバルＰＪＴ監査Ｇ　グループ長

杉浦　正樹

グローバル品質管理室　第２Ｇ　グループ長 品質保証部　部品・材料保証室　室長 横山　康浩

ＴＱＭ推進室　主査 ＴＱＭ推進室　室長 岡本　利雄

グローバル生産推進部
保全推進グループ　グループ長

生産管理部　保全力向上推進Ｇ　グループ長 中山　和典
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Ｇ３
※
／拠点長　１名　※従来の基幹職３級

新 旧 氏　名

長春富維豊田紡織汽車飾件　総経理 豊田紡織中国 洪　成軍

以　上
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【別紙】-1

改定前 改定後

【コーポレート分野】

経営企画本部

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ戦略企画部 経営企画部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業本部
渉外広報部 渉外広報部

東京支社 東京支社

業務改革本部
組織能力向上推進本部

IT推進部 IT推進部

収益管理本部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業本部

経理部 経理部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙJ部 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部

経営管理本部

監査改良室　(部格) 監査改良室 (部格)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業本部
法務部 法務部

組織能力向上推進本部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材開発部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材開発部
総務部 総務部
秘書部 秘書部

先端研究開発本部
先端技術開発ｾﾝﾀｰ

基礎研究所 基礎研究所
先行開発部 先端開発部

トヨタ紡織　２０１６年４月１日　組織変更内容（部格）

分割

改称

改称



【別紙】-2
改定前 改定後

【製品事業分野】

ｼｰﾄ事業本部
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ
原価質量企画部 ｼｰﾄ事業戦略企画部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業調達本部
ﾄﾖﾀ営業部 ｼｰﾄ営業部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達推進部 ｼｰﾄ調達部

技術開発本部
製品企画開発ｾﾝﾀｰ

実験部 ｼｰﾄ実験部

ｼｰﾄ開発ｾﾝﾀｰ
　ｼｰﾄ品質・評価室(室格) ｼｰﾄ設計品質改善部

ｼｰﾄ生技ｾﾝﾀｰ
生技生産本部

内装ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ生技ｾﾝﾀｰ
生技管理部　SE推進G ｼｰﾄSE推進室 (部格)
ｼｰﾄ生技部 ｼｰﾄ生技部

ﾕﾆｯﾄ部品生技ｾﾝﾀｰ
ﾒﾀﾙ生技部 ｼｰﾄ骨格生技部
ﾕﾆｯﾄ部品生技部 ｼｰﾄ機能品生技部

ｼｰﾄSSｾﾝﾀｰ
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ ｼｰﾄ製品企画部

ｼｰﾄ開発ｾﾝﾀｰ
SAT推進部 SAT推進部
第1ｼｰﾄ設計部 第1ｼｰﾄ設計部
第2ｼｰﾄ設計部 第2ｼｰﾄ設計部
第3ｼｰﾄ設計部 第3ｼｰﾄ設計部
第4ｼｰﾄ設計部 第4ｼｰﾄ設計部

ｼｰﾄ部品ｾﾝﾀｰ

ｼｰﾄ骨格開発推進室 ｼｰﾄ骨格開発推進室　(部格)
ｼｰﾄ機能品先行開発部 ｼｰﾄ機能品先行開発部
Frｼｰﾄ骨格開発部 Frｼｰﾄ骨格開発部
Frｼｰﾄ機能品開発部 Frｼｰﾄ機能品開発部
Rrｼｰﾄ骨格開発部 Rrｼｰﾄ骨格開発部
Rrｼｰﾄ機能品開発部 Rrｼｰﾄ機能品開発部
ｼｰﾄｶﾊﾞｰ技術開発部 ｼｰﾄｶﾊﾞｰ技術開発部

ACTｾﾝﾀｰ
ACT事業本部

ACT推進部 ACT推進部

技術開発本部
ｼｰﾄ開発ｾﾝﾀｰ

航空機ｼｰﾄ設計室(部格)

新設(昇格)

分離

分割

分割

分離

統合

改称

分割

新設(昇格)



【別紙】-3
改定前 改定後

内外装事業本部
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ
原価質量企画部 内外装事業戦略企画部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業調達本部
ﾄﾖﾀ営業部 内外装営業部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達推進部 内外装調達部

技術開発本部
製品企画開発ｾﾝﾀｰ

実験部 内外装実験部

ﾄﾘﾑ開発ｾﾝﾀｰ
内装先行開発部 内外装先行開発部

内装SSｾﾝﾀｰ
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ 内装SS製品企画設計部

ﾄﾘﾑ開発ｾﾝﾀｰ
第1内装SS開発部
第2内装SS開発部 内外装部品ｾﾝﾀｰ
内装部品開発部

ﾄﾞｱﾄﾘﾑ設計部
内外装ﾄﾘﾑ設計部

生技生産本部
内装ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ生技ｾﾝﾀｰ

内外装生技部 内外装生技部

ﾕﾆｯﾄ部品事業本部
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ
原価質量企画部 ﾕﾆｯﾄ部品事業戦略企画部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業調達本部
ﾄﾖﾀ営業部 ﾕﾆｯﾄ部品営業部

技術開発本部
ﾌｨﾙﾀ・ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ機器開発ｾﾝﾀｰ

ﾌｨﾙﾀ技術部 ﾕﾆｯﾄ部品開発部
ﾊﾟﾜｰﾄﾚｰﾝ技術部 ﾕﾆｯﾄ部品技術部

ﾕﾆｯﾄ部品生技ｾﾝﾀｰ
生技生産本部

ﾕﾆｯﾄ部品生技ｾﾝﾀｰ
FPT生技部 FPT生技部

ﾕﾆｯﾄ部品生技部 ﾕﾆｯﾄ部品生技部

分割

分割

再編

再編

分割

分割

分割

改称



【別紙】-4
改定前 改定後

【地域事業分野】

日本地域本部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業本部

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙJ部　 日本地域統括部

品質向上推進本部
品質管理部 日本地域品質管理部

生技生産本部
製造ｾﾝﾀｰ

VA推進室 (部格) VA推進室 (部格)

第1製造ｾﾝﾀｰ

刈谷工場 刈谷工場
刈谷製造管理部 刈谷製造管理部
刈谷製造部 刈谷製造部

大口工場 大口工場
大口製造管理部 大口製造管理部
大口製造部 大口製造部

岐阜工場 岐阜工場
岐阜製造管理部 岐阜製造管理部
岐阜製造部 岐阜製造部

猿投工場 猿投工場
猿投製造管理部 猿投製造管理部
猿投第1製造部 猿投第1製造部
猿投第2製造部 猿投第2製造部

高岡工場 高岡工場
高岡製造管理部 高岡製造管理部
高岡製造部 高岡製造部

豊橋工場 豊橋工場
豊橋製造管理部 豊橋製造管理部
豊橋製造部 豊橋製造部

関東工場 関東工場
富士裾野製造部 富士裾野製造部
東京製造部 東京製造部

第2製造ｾﾝﾀｰ

分割

分割



【別紙】-5
改定前 改定後

【機能連携推進分野】

営業調達領域
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業調達本部

営業企画部 営業企画部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調達推進部 調達企画部

技術開発領域

BR開発ﾌﾟﾛｾｽ改革室　(部格)
技術開発本部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ
原価質量企画部 原価統括室 (部格)

技術管理・支援ｾﾝﾀｰ
技術管理部 技術管理部

製品企画開発ｾﾝﾀｰ
ﾐﾗﾉﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾞﾗﾝﾁ ﾐﾗﾉﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾞﾗﾝﾁ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ部
車室空間企画室(部格) 車室空間企画部

材料技術開発部 材料技術開発部
試作部 試作部

生産技術領域

BR生技生産力強化室　(部格)
生技生産本部

内装ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ生技ｾﾝﾀｰ
生技管理部 生技管理部

ﾕﾆｯﾄ部品生技ｾﾝﾀｰ
繊維開発部 繊維開発部

品質領域
品質向上推進本部

品質保証部 品質保証部
品質管理部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ品質管理室　(部格)

TQM推進室　(部格) TQM推進室 (部格)

生産管理領域
生技生産本部

生産管理ｾﾝﾀｰ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産企画部 生産企画部
生産管理部 生産管理部
新製品進行管理部 新製品進行管理部

安全衛生環境領域
生技生産本部

製造ｾﾝﾀｰ
安全衛生環境部 安全衛生環境部

ﾓﾉづくり推進領域
生技生産本部

生産調査部 生産調査部
生産管理ｾﾝﾀｰ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産推進部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産推進部
組織能力向上推進本部

技能育成ｾﾝﾀｰ 技能育成推進部

以上

分割

新設

新設

分割

改称

改称

分割

改称


	
	本紙 Ver7

	
	ﾘﾘｰｽ

	
	ﾘﾘｰｽ


