
１）再編

① 技能育成推進部、技能伝承部を統合し、技能育成部とする

２）改称

① 繊維開発部を 繊維開発生技部に改称

記
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１．主な組織変更の内容

２０１９年３月２８日

トヨタ紡織株式会社

News Release

２０１９年４月１日付

組織変更および人事異動について

部格組織以上

トヨタ紡織株式会社（本社：愛知県刈谷市、社長：沼 毅）は、２０１９年４月１日付で

下記の通り、組織変更および人事異動を行います。

今回は、３月１日に公表した「２０１９年４月１日付役員体制および組織の変更について」の

追加情報として、部組織の変更、幹部職の異動について公表するものです。

https://www.toyota-boshoku.com/jp/news/release/detail.php?id=7210
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新 旧 氏名

 新価値創造センター　主査  技術管理部　部長 森　高康

 新領域開拓部　部長
－

 （豊田中央研究所より出向）
大桑　政幸

 経営企画部　経営企画室　室長  トヨタ紡織ヨーロッパ 秋山　佳輝

 渉外広報部　部長  経営企画部　経営企画室　室長 塩谷　昭夫

 ＢＲグローバル戦略室　主査  日本地域事業統括部　部長 山本　直輝

 ＢＲグローバル戦略室　主査  経営企画部 経営戦略室　主査 松田　健

 ＢＲグローバル戦略室　主査  シート事業戦略企画部　事業推進室　室長 保竹　智久

 ＢＲグローバル戦略室　主査  シート営業部　第２シート営業室　室長 大蔵　正樹

 ＢＲマネジメント室　主査  ＢＲ－ＰＬＭ推進室　室長 秋谷　英紀

 ＢＲマネジメント室　主査  ＢＲ業務改革推進室　室長 小木曽　毅

 ＢＲマネジメント室  開発品質向上グループ
 主査

 ＢＲ－ＰＬＭ推進室　主査 清水　健久

 ＢＲマネジメント室　業務改革推進グループ
 主査

 ＢＲ業務改革推進室　主査 長谷川　庄一

 経営収益管理本部　副本部長
 [兼] 秘書部　部長

 グローバル人材開発部　部長 渡辺　秀彦

 法務部　部長  法務部　主査 田中　耕二朗

 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

 グローバル人材開発部　主査  豊田紡織中国 小出　淳一

 総務部　防災・社会貢献推進室　室長  法務部　部長 古橋　大郎

 シート事業戦略企画部　技術企画室　室長  経営企画部　経営戦略室　室長 高瀬　智之

 シート事業戦略企画部　技術企画室　主査  豊田紡織中国 兼原　正仁

 シート事業戦略企画部　技術企画室　主査  ＢＲ－ＰＬＭ推進室　主査 髙面　啓

 シート事業マネジメント部　原価企画室　主査  トヨタ紡織アジア 安藤　慎吾

 シート営業部　第３シート営業室　室長  シート事業戦略企画部　ＮＣＢ営業室　室長 古賀　浩司

２．人事異動 部をまたぐ異動、拠点長・部長への異動のみ記載
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新 旧 氏名

 シート営業部　広島営業所　営業所長
 シート事業戦略企画部
 広島営業所　営業所長

柴田　浩

 シート実験部　第２実験室　室長  トヨタ紡織ヨーロッパ 増田　裕一

 コンプリートシート先行開発部
 先行開発室　室長

 シート製品統括部　ＰＭ１チーム　ＰＭ 友成　嘉孝

 ＳＡＴ推進部　部長  第１シート設計部　第１３シート設計室　室長 石黒　洋史

 Ｆｒシート骨格機能品開発部
 戦略企画グループ　主査

 Ｒｒシート機能品開発部　主査 伊東　定夫

 内外装営業部　内外装営業室　室長  グローバル調達推進部　品質企画室　室長 小釜　宗徳

 内装製品企画部　ＰＭ２チーム　ＥＰＭ  ドアトリム設計部　部長 多和田　和広

 内装製品企画部　ＰＭ２チーム　ＰＭ  内外装トリム設計部　第３トリム設計室　室長 舟橋　吉紀

 内装製品企画部　ＰＭ４チーム　ＰＭ  ドアトリム設計部　第５ドアトリム設計室　室長 竹内　功一

 内装製品企画部　開発品質室　室長  ドアトリム設計部　主査 津谷　英希

 ドアトリム設計部　部長  ドアトリム設計部　第３ドアトリム設計室　室長 岡本　賢治

 ドアトリム設計部　第１ドアトリム設計室　主査  豊田紡織中国 谷口　善昭

 内外装トリム設計部　第１トリム設計室　室長  内装製品企画部　Ｍ．Ｉ．Ｔ．推進室　室長 青山　義典

 ユニット部品事業戦略企画部　ＥＰＭ  ユニット部品技術部　主査 金　鎭喆

 ユニット部品事業戦略企画部　ＥＰＭ  ユニット部品技術部　主査 鈴木　由康

 ユニット部品事業戦略企画部
 原価企画室　室長

 シート事業マネジメント部　主査 小林　清之

 ユニット部品技術部　部長  ＴＢＤＮテネシー　コーポレートアドバイザー 吉次　厚詞

 営業企画部　主査  TBユニファッション　社長 杉浦　充

 新興国小型車事業センター　主査  トヨタ紡織アジア 川西　文雄

 繊維開発生技部　部長  繊維開発部　部長 野田　博丈

 繊維開発生技部　主査  トヨタ紡織ヨーロッパ 今井　克也

 繊維開発生技部　繊維技術室　室長
 内外装営業部　内外装営業室
 ２グループ　グループ長

津曲　慎二

 日本地域事業統括部　部長  豊田紡織中国 上野　隆
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新 旧 氏名

 日本地域生産統括部　生産推進室　主査  ＳＴＢテキスタイルズインダストリー　社長 皆川　辰也

 日本地域生産統括部　ＶＡ推進室　室長  日本地域事業統括部　主査 松井　雄一

 日本地域生産統括部　ＶＡ推進室　主査  技能育成推進部　部長 高瀬　成幸

 刈谷工場工務部　部長  大口岐阜工場工務部　部長 加藤　雅之

 大口岐阜工場工務部　部長  大口岐阜工場工務部　主査 野村　徹

 大口製造部　部長  ＳＫオートインテリア　社長 今枝　聖滋

 猿投工場　副工場長
  [兼] 猿投工場工務部　部長

 猿投工場　副工場長 坂本　真也

 猿投工場品質管理部　部長  猿投工場品質管理部　外製品質室　室長 中村　和史

 猿投工場品質管理部　外製品質室　室長  品質保証部　シート・内外装保証室　室長 清水　英文

 高岡工場　副工場長  広州桜泰汽車飾件　総経理 広瀬　明博

 東京製造部　部長  関東工場　工務室　室長 大石　直樹

 豊橋工場　副工場長  トヨタ紡織アメリカ 菱田　淳一

 豊橋工場　主査  日本地域生産統括部　主査 鉾谷　義和

 豊橋工場工務部　部長  豊田紡織中国 百合草　祥裕

 豊橋工場製造部　部長  豊橋工場工務部　生産管理室　室長 河村　聖一

 品質保証部　部長  品質保証部　企画室　室長 立松　幸三

 品質保証部　主査  日本地域生産統括部　ＶＡ推進室　主査 福永　悟

 品質保証部　企画室　主査
 猿投工場品質管理部　ＴＱＭ推進グループ
 主査

北村　玉男

 品質保証部　シート・内外装保証室　室長  トヨタ紡織アメリカ 中塚　渉

 技術管理部　部長  技術管理部　知的財産室　室長 加藤　麻美

 技術管理部　主査  トヨタ紡織アメリカ 深見　茂夫

 技術管理部　開発能力向上推進室
 人材育成グループ　主査

 ＢＲ－ＰＬＭ推進室　主査 田口　伸二

 新製品進行管理部　主査  トヨタ紡織ミシシッピ 本多　清秀
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新 旧 氏名

 グローバル安全衛生環境部
 総括グループ　主査

 トヨタ紡織アジア 足立　幸俊

 生産調査部　部長  生産調査部　主査 高橋　英三

 生産調査部　工場ＴＰＳ推進室　室長  トヨタ紡織南アフリカ　社長 廣田　健二

 技能育成部　部長  猿投工場工務部　部長 鶴田　久人

 技能育成部　主査  技能伝承部　部長 岡部　滋介

 技能育成部　専門技能室　室長  技能伝承部 専門技能室　室長 中山　和典

 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長
 [兼] トヨタ紡織ケンタッキー　社長

 トヨタ紡織アメリカ　上級副社長 足立　記通

 トヨタ紡織アメリカ
 [兼] ＴＢソーテックメキシコ　社長

 トヨタ紡織アメリカ ダグ シールズ

 トヨタ紡織アメリカ  シート製品統括部　 ＰＭ２チーム　ＰＭ テッド シェイファー

 トヨタ紡織アメリカ  TBDNテネシー　社長 ブライアン エベレッテ

 トヨタ紡織アメリカ  空間システム開発部　主査 江部　和俊

 トヨタ紡織アメリカ  技術管理部　主査 坂本　奏介

 トヨタ紡織アメリカ
 品質保証部　地域品質向上室
 号口グループ　グループ長

渡邊　宗能

 トヨタ紡織インディアナ　社長
 [兼]トヨタ紡織イリノイ コーポレートアドバイザー

 トヨタ紡織イリノイ　コーポレートアドバイザー 海野　明弘

 トヨタ紡織ケンタッキー
－

（トヨタモーターマニュファクチャリング
ケンタッキーより出向）

デイビット コックス

 ＴＢＤＮテネシー　社長  ユニット部品技術部　部長 入山　晃

 ＴＢＤＮテネシー  トヨタ紡織ケンタッキー ブライアン スミス

 トヨタ紡織アジア
 新興国小型車事業センター
 大阪営業所 所長

八木　紀道

 ＳＫオートインテリア　社長  日本地域生産統括部　ＶＡ推進室　室長 村瀬　達哉

 ＳＴＢテキスタイルズインダストリー　社長  大口製造部　部長 川村　一公

 トヨタ紡織インドネシア  内外装営業部　内外装営業室　室長 山下　仁司

 トヨタ紡織フィリピン  トヨタ紡織インドネシア 那須　政斗

 トヨタ紡織オートモーティブインディア
 猿投工場品質管理部　ＴＱＭ推進グループ
 グループ長

小掠　英則
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新 旧 氏名

 豊田紡織中国  SAT推進部　部長 鈴木　康夫

 豊田紡織中国  新製品進行管理部　ＰＪＴ１室　主査 矢野　光浩

 豊田紡織中国  ドアトリム設計部　第１ドアトリム設計室　室長 久田　祐治

 トヨタ紡織ヨーロッパ  生技管理部　生技企画室　室長 阿部　貴司

 トヨタ紡織ヨーロッパ  品質保証部　部品・材料保証室　室長 横山　康浩

 トヨタ紡織ポーランド　社長  トヨタ紡織トルコ　社長 ハリム ツルハン

 トヨタ紡織トルコ　社長  トヨタ紡織ヨーロッパ 加藤　好幸

 トヨタ紡織南アフリカ　社長  猿投工場品質管理部　部長 山之内　さとし

 ＴＢカワシマ  高岡工場　副工場長 鈴木　章泰

以　上


