News Release
２０２１年３月２６日
トヨタ紡織株式会社

２０２１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、社長：沼 毅）は、２０２１年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。
今回は、２月２４日に公表しました「２０２１年４月１日付 役員体制および組織の変更について」の
追加情報としまして、部組織の変更、幹部職の異動について、公表するものです。
記

１．主な組織変更の内容
１） 経営企画改革本部 / ＤＸ&ＩＴ推進領域 / 生産技術領域
①経営企画部とＢＲグローバル戦略室を統合し、グローバル経営戦略部とする
②経営企画改革本部のIT推進部とBRマネジメント室 開発品質向上Ｇ、
また生産技術領域の生技管理部 スマートプロセス推進室を統合し、
ＤＸ＆ＩＴ推進領域のビジネス改革推進部とする
２） 経営収益管理本部 / 経営企画改革本部
①BRグローバル本社推進室とBRマネジメント室 業務改革推進Gを統合し、経理部に再編
②グローバル人材開発部をいきいきグローバル人材開発部に改称
３）プロダクト企画開発推進センター
①シート製品統括部と内装製品企画部を統合・再編
４）シート事業本部
①ＳＡＴ推進室、ＢＲ表皮改革室、スポーツシート開発室を統合し、シート計画部とする
②ＡＣＴ事業センターを廃止し、ACT開発室をシート事業本部付に再編し、ACT事業室に改称
５） 新事業推進本部 / 生産技術領域
①新事業推進本部の廃止に伴い、事業化企画室を廃止し、車室空間企画センターは社長直轄とする
また、繊維事業センターはBR縫製事業推進室を生産技術領域に再編し、縫製事業推進室に改称
６） 日本工場統括 / 生産管理領域 / 技術開発領域 / 物流領域
①日本地域統括部を廃止し、事業企画室は日本工場統括付、生産推進室は生産管理領域、
ＶＡ推進室は技術開発領域に再編
②生産管理部をグローバル生産管理部に改称
③生産管理領域の生産管理部 物流管理室と生産システム室を統合し、物流領域の物流改善推進室とする
④関東工場を東京工場に改称の上、東京製造部を製造部に改称
７） 技術開発領域
①技術管理部をグローバル技術管理部に改称
８） 安全衛生環境領域
①グローバル安全衛生環境部を再編し、いきいきグローバル安全衛生健康部、カーボンニュートラル環境部とする

２．人事異動
幹部職
新

旧

氏名

グローバル経営戦略部 部長

経営企画部 経営企画室 室長

秋山 佳輝

いきいきグローバル人材開発部 部長

グローバル人材開発部 主査

原田 帯刀

総務部 部長

監査改良室 室長

高木 正徳

シート計画部 部長

ＳＡＴ推進室 室長

江﨑 誠

第１シート設計部 部長

新興国シート設計室 室長

坪井 俊靖

シート事業本部 シート部品センター
副センター長
［兼］プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ２チーム ＥＰＬ

シート製品統括部 ＰＭ３室 ＥＰＭ

馬淵 忠幸

シートシステム部品開発部 部長

シート機能品設計部 主査

川村 健貴

シート骨格生技部 部長

シート骨格生技部 溶接生技室 室長

村野 寿久

内外装事業本部 内外装部品センター
センター長
［兼］プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ５チーム ＥＰＬ

第１シート設計部 部長

八百市 信一

ユニット部品開発部 部長
［兼］ユニット部品開発部
第１部品開発室 室長

ユニット部品開発部 主査
［兼］ユニット部品開発部
第１部品開発室 室長
［兼］ユニット部品事業戦略企画室 ＰＭ

山下 与史也

プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ０チーム ＥＰＬ
［兼］車室空間企画開発部 主査

シート製品統括部 部長
［兼］車室空間企画開発部 ＥＰＭ

安藤 公孝

プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ１チーム ＥＰＬ

シート製品統括部 ＰＭ１室 ＥＰＭ
［兼］ＢＲ表皮改革室 主査

福井 靖博

プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ３チーム ＥＰＬ

内装製品企画部 ＰＭ１チーム ＥＰＭ
［兼］内外装事業戦略企画室 主査

大山 修司

プロダクト企画開発推進センター
ＰＭ４チーム ＥＰＬ

内装製品企画部 ＰＭ２チーム EPM
［兼］内外装事業戦略企画室 主査

多和田 和広

大口岐阜工場 工場長

岐阜製造部 部長

岐阜製造部 部長

岐阜製造部 主査
［兼］岐阜製造部 保全技術課 課長

東京工場 工場長

関東工場 副工場長
［兼］富士裾野製造部 部長
［兼］富士裾野製造部
富士裾野製造課 課長

伊藤 友勝

日比野 益章

松葉口 学

幹部職（前ページのつづき）
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猿投工場工務部 部長

猿投工場工務部 工場企画室 室長
［兼］猿投工場工務部 生産管理室 室長

立花 伸彦

猿投工場シート製造部 部長

豊橋工場製造部 部長

河村 聖一

高岡工場 工場長

高岡工場 副工場長

広瀬 明博

高岡工場工務部 部長

新製品進行管理部 部長

木村 俊介

豊橋工場製造部 部長

トヨタ紡織テネシー 社長

角野 公彦

試作部 部長

試作部 試作品質室 室長

吉田 仁徳

ビジネス改革推進部 部長
［兼］生技管理部 主査

生技管理部 スマートプロセス推進室 室長
［兼］ＢＲマネジメント室
開発品質向上Ｇ 主査

加藤 敏

グローバル調達推進部 部長
［兼］グローバル調達推進部
シ－ト調達室 室長

グローバル調達推進部 シ－ト調達室 室長

西村 一德

生技管理部 部長

生技管理部 主査

村井 広一

新製品進行管理部 部長

グローバル調達推進部 部長

いきいきグローバル安全衛生健康部 部長

技能育成部 部長

鶴田 久人

生産調査部 部長

生産調査部 工場ＴＰＳ推進室 室長

菱田 淳一

技能育成部 部長

トヨタ紡織インドネシア

蟹江 俊彰

トヨタ紡織アメリカ 副社長

トヨタ紡織アメリカ

木村 俊満

トヨタ紡織アメリカ 副社長

トヨタ紡織アメリカ

高田 直樹

トヨタ紡織アメリカ 副社長

生技管理部 部長
［兼］内外装事業戦略企画室 主査

トヨタ紡織テネシー 社長

トヨタ紡織アメリカ

伊藤 正美

トヨタ紡織カナダ 会長

トヨタ紡織カナダ 社長

大河内 吏

トヨタ紡織カナダ 社長

トヨタ紡織カナダ

長谷川 直人

野々部 二三夫

アンドリュー マーティン

幹部職（前ページのつづき）
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トヨタ紡織アジア 副社長

経営企画部 渉外広報室 室長

塩谷 昭夫

紡織オートモーティブタイランド 社長

トヨタ紡織ゲートウェイタイランド

パッタナウォン ロシャナサミター

ＳＫオートインテリア 社長

紡織オートモーティブタイランド 社長

ワサン ブラナヲン

豊田紡織広州汽車部件 総経理

日本地域統括部 生産推進室 室長

後藤 泰平

2/24公表分の変更
今回公表
トヨタ紡織アジア 上級副社長
トヨタ紡織インドネシア 社長

2/24公表内容
トヨタ紡織アジア 上級副社長
トヨタ紡織インドネシア 会長

氏名
村松 一彦

以 上

