
 

                                ２０１４年１２月１９日 

 

組織変更および人事異動について 
 

トヨタ車体株式会社（本社：愛知県刈谷市  取締役社長：岩瀬隆広）は、 

２０１５年１月１日付で、組織変更および人事異動を実施します。 

 

１． 組織変更のねらいと主な変更内容 

(1)お客様・市場ニーズを先取りしたクルマづくりと商用車品質の追求 

・品質保証部を開発本部から独立させてトップ直轄とする 

・品質保証部に「監査改良室」を新設 

(2)国内モノづくりの進化にむけた現場力強化と生産技術革新 

・工程革新、材料・先行開発のために「生産技術改革室」を新設 

・工場単位の製造技術員室を廃止し、各製造部付きの「技術員室」に再編 

・吉原工場改装への体制強化のため、「吉原工場改装準備室」を新設 

(3)車両および海外部品プロジェクトの確実な推進に向けた進行管理機能の強化 

・「新車進行管理室」を生産管理部より独立 

(4)商品力・開発力向上にむけた専門領域の拡大・強化 

・開発領域拡大・新技術開発力強化にむけ設計・評価各部の体制強化 

   

２．役員の組織担当の変更（該当者のみ）   下線部が変更箇所                 ※取締役を兼務 

担 当 
役 職 氏 名 

新 旧 

副社長執行役員 

※ 

石黒 明二 生産技術本部、生産本部統括 

 

生産技術本部、生産本部統括 

【部 担 当】 ＢＲ車両事業推進室 

専務執行役員 

※ 

川田 康夫 【部門担当】 安全衛生、生産 

【部 担 当】 安全衛生部、生産管理部、 

新車進行管理室、生産調査部、

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産支援ｾﾝﾀｰ長 

【部門担当】 安全衛生、生産 

【部 担 当】 安全衛生部、生産管理部、 

生産調査部、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産支援ｾﾝﾀｰ長、

ＢＲ車両事業推進室 

専務執行役員 

※ 

高橋 理 【部門担当】 生産技術 

【部 担 当】 生産技術センター長、 

プレス化成生技部、 

ボデー生技部 

【部門担当】 生産技術 

【部 担 当】 生産技術センター長、 

ＢＲ車両事業推進室、 

プレス化成生技部、ボデー生技部 

専務執行役員 

 

杉田 豊 【部門担当】 生産企画 

【部 担 当】 生産企画部､海外事業部、 

生産技術センター､工機部 

【部門担当】 生産企画 

【部 担 当】 ＢＲ車両事業推進室、生産企画部、 

海外事業部、生産技術センター、 

工機部 

常務執行役員 須田 恭弘 【部門担当】 環境 

【部 担 当】 ＰＥ環境部、生産技術改革室、

生産技術センター、 

塗装生技部、車両生技部 

【部門担当】 環境 

【部 担 当】 ＢＲ車両事業推進室、ＰＥ環境部、 

生産技術センター、塗装生技部、 

車両生技部 

常務執行役員 近藤 理津男 【部 担 当】 富士松工場長 

 

【部 担 当】 富士松工場長、 

富士松工場製造技術員室長、 

ＢＲ車両事業推進室 

執行役員 片山 純裕 【部 担 当】 いなべ工場長 

 

【部 担 当】 いなべ工場長、 

いなべ工場製造技術員室長、 

ＢＲ車両事業推進室 

執行役員 米澤 公博 【部 担 当】 吉原工場長 

 

【部 担 当】 吉原工場長、 

吉原工場製造技術員室長 

 



３．人事異動 

(1)理事の異動 

氏名 新 旧 

石本  博 製品企画センター（ＴＹＺ１）主査 製品企画センター（ＴＹＺ２）主査 

 

(2)基幹職１級および部長の異動・昇格 （20 人）                      ○：昇格者 

氏名 新 旧 

佐藤 和人  経営企画部 ＴＱＭ推進室 室長 吉原工場 塗装部 主査 

○  北河 英典 経理部 原価改善室 室長 経理部 原価改善室 室長 

 吉岡 直樹 新規事業開発部  燃料電池開発室 主査 新規事業開発部  燃料電池開発室 室長 

○  浅原 広宣 製品企画センター（ＴＹＺ５）主査 製品企画センター（ＴＹＺ５）主査 

○   林  英之 材料技術部 部長 材料技術部 部長 

  岡本  誠 車両実験部 副部長 
トヨタ自動車株式会社          
実験領域 実験企画統括室 グループ長 

 永田 利雄 車両実験部 主査 車両実験部 副部長 

 星島 英一郎  生産企画部 主査 富士松工場 製造技術員室 副室長 

  竹中 由一 海外事業部 海外事業企画室 主査 ＢＲ車両事業推進室 室長 

  大野  武   海外事業部 海外事業企画室 主査 ＢＲ車両事業推進室 主査 

  前田 敬史 海外事業部 海外事業企画室 主査 ＢＲ車両事業推進室 主査 

土谷  清 海外事業部  海外生準企画室 主査 生産企画部 関連事業企画室 主査 

○  寺井 啓二 海外事業部  海外生準企画室 主査 海外事業部 海外生準企画室 主査 

 立岡 哲也 生産技術改革室 室長 プレス化成生技部 第２プレス技術室 室長

○  宮武 俊輔 プレス化成生技部 副部長 プレス化成生技部 第１プレス技術室 室長

 池田 逸次 工機部 副部長 プレス化成生技部 副部長 

 川瀬  仁 工機部 主査 工機部 副部長 

 布目 政仁 安全衛生部 主査 安全衛生部 部長 

○  糸田 義隆 安全衛生部 部長 安全衛生部 安全推進室 室長 

 川添 秀樹 吉原工場 改装準備室 室長 吉原工場 製造技術員室 副室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
人に、地球にやさしいクルマを。 


