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【変更前】

１．組織変更

以下の組織変更および人事異動を行います。

　Ｂ．企画本部

【変更後】

　Ｅ．幸田工場

報道機関各位

【変更前】

【変更前】

【変更後】

　　◆監査役室を設置

　　◆生産改善室を廃止

2019年12月26日

記

フタバ産業株式会社

　フタバ産業株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：吉貴 寛良）は、2020年1月1日付けで、

　企業行動推進室（新設）

　監査役室（新設）

　Ａ．全社直轄

　　◆企業行動推進室を設置

【変更後】 【変更前】

　安全・健康推進室

　生産改善室

　（廃止） 　グジャラート準備室

　　◆グジャラート準備室を廃止

【変更後】

　（廃止）

　　◆業務改善推進室を廃止

【変更後】 【変更前】

　（廃止） 　業務改善推進室

　Ｃ．生産技術本部

　　◆組立生技統括部を設置

【変更後】 【変更前】

　組立生技統括部（新設）

　Ｄ．製造本部

　　◆安全・健康推進室に名称変更

【変更後】 【変更前】

　　◆施設・環境管理室を設置

【変更後】 【変更前】

　安全・衛生管理室

　施設・環境管理室（新設）

定期組織変更および人事異動のお知らせ

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
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トヨタ自動車株式会社からの出向

生産技術本部　事業担当

生産技術本部　事業担当
兼　生技開発部　部長

旧氏名

執行役員
　藤井　孝司

CRO（Chief Risk Management Officer）
監査役室、監査室、企業行動推進室

CRO（Chief Risk Management
Officer)、
監査室、（法務・知財部）

営業本部　副本部長
兼　営業統括２部　部長

　吉川  哲昭

（２）理事の異動（７名）

　中西　良行

新氏名

　松尾　哲典

企業行動推進室　室長

生産技術本部　副本部長
兼　組立生技統括部　部長

２．人事異動

生産技術本部　副本部長
兼　株式会社アピックス
代表取締役

新

生産技術本部　副本部長

　中井　浩之　

旧

製造本部　主査

　井口　和人
製造本部　副本部長
兼　施設・環境管理室　室長

調達本部　副本部長
兼　資材・金型・設備調達部　部長
兼　製造本部　副本部長

執行役員
　小木曽　伸一

株式会社アピックス　代表取締役

（１）執行役員の担当変更（該当執行役員のみ）（２名）

　金本  傳夫 幸田工場　工場長
幸田工場　工場長
兼　品質管理部　部長

　加藤  進一
製造本部　主査　兼
ものづくり研修センター　室長

Futaba Manufacturing U.K Ltd.
出向
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総務・人事本部　情報システム部　部長

※○印は主幹職１級昇格者

旧

　種村  愼吾

調達本部　調達企画室　室長

生産技術本部　プレス生技部　部長
兼　工機部　部長

営業本部　営業統括１部　部長

製造本部　主査
兼　プロジェクト進行管理室　室長
兼　BRグローバル事業計画室　主査

岡崎工場　工務部　部長
兼　総務課　課長

製造本部　主査

　蜂須賀  明広
岡崎工場　工務部　部長
兼　総務課　課長

○小林  佳弘
経理・財務本部　原価企画部　部長
兼　BRグローバル事業計画室　主査

FMI Automotive Components Private
Limited
兼　Futaba Industrial Gujarat
Private Limited　出向

　武田  豊

製造本部　生産支援部　部長 製造本部　主査

生産技術本部　プレス生技部　部長

　八川  勇介 企画本部　事業企画部　主査

　川村  恭司

幸田工場　第１製造部　部長
幸田工場　第１製造部　部長
兼　ものづくり研修センター　室長

緑工場　工務部　部長
兼　知立工場　工務部　部長

トヨタ自動車株式会社からの出向

　武田  博
総務・人事本部　情報システム部　主査
兼　BRプロジェクト管理課　課長

　中村  宏之

長沙双叶汽車部件有限公司　出向
六ッ美工場　情報環境機器部　部長
兼　情環企画課　課長

生産技術本部　特機部　部長
生産技術本部　排気系組立生技部
部長

○犬塚  一弘 品質保証本部　品質保証部　部長

　柴山  雄一

新

岡崎工場　工務部　主査

　五反田  仁志

営業本部　営業統括１部　部長

氏名

○川合 生剛
緑工場　工務部　部長
兼　知立工場　工務部　部長

（３）主幹職１級の異動並びに昇格者（１７名）

製造本部　主査
兼　BRグローバル事業計画室　主査

調達本部　部品調達部　部長

○三田村  浩

　池田  格 ボデー系開発部　主査 トヨタ自動車株式会社からの出向

　伊藤  進

　林  辰彦 監査役室　室長 監査室　主査

　濱中  陽介

品質保証本部　品質保証部　部長
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○西村  竜蔵
ボデー系開発部　主査
兼　ボデー開発１課　課長

ボデー系開発部ボデー技術２課
課長

　和田　雄一
総務・人事本部　総務部　部長
兼　広報課　課長

総務・人事本部　総務部　主査

長沙双叶汽車部件有限公司　出向

製造本部　安全・健康推進室　室長

製造本部　プロジェクト進行管理室
室長

技術本部　性能保証部　部長
兼　性能保証課　課長

技術本部　性能保証部　部長

生産技術本部　排気系組立生技部
部長

生産技術本部　ボデー系組立生技部
設備整備課　課長
兼　排気系組立生技部設備整備課
課長

田原工場　生産技術部　部長
兼　生産技術課　課長

生産技術本部　ボデー系組立生技部　主
査
兼　設備整備課　課長

製造本部　安全・衛生管理室　室長

　鵜飼  久也 製造本部　安全・健康推進室　主査 株式会社フタバ平泉　出向

　岩瀬  広夫
生産技術本部　生技開発部　部長
兼　生技開発２課　課長

生産技術本部　生技開発部　主査
兼　生技開発３課　課長

　廣中  隆一

　中村  元彦

　正田  泰啓 生産技術本部　プレス生技部　主査 生産技術本部　工機部　部長

　榊原  英生
調達本部　部品調達部　部長
兼　BRグローバル事業計画室　主査

調達本部　部品調達部　主査
兼　ボデー部品調達課　課長
兼　BRグローバル事業計画室　主査

○須藤  雅行 技術本部　排気系開発部　主査

　甚田  政博

　田中  智博

総務・人事本部　情報システム部
部長
兼　グローバルIT管理課　課長

総務・人事本部　情報システム部
グローバルIT管理課　課長

Futaba North America Engineering &
Marketing Co.　出向

旧

技術本部　排気系開発部
排気系性能開発課　課長

営業本部　営業統括２部　部長
兼　５課　課長

○荻野  貴士

　中村  彰人
営業本部　営業統括１部　主査
兼　２課　課長

ボデー系プロジェクト管理部　部長

　中村  彰人 営業本部　営業統括１部　主査

　大塚  喜則

　石炭  貴章
生産技術本部　ボデー系組立生技部
部長

生産技術本部　特機部　部長
兼　管理課　課長

営業本部　営業統括２部５課　課長

（４）主幹職２級の異動並びに昇格者（３６名）

BRグローバル事業計画室　主幹

　森岡  佳弘 技術本部　車両機能系開発部　部長

※○印は主幹職２級昇格者

調達本部　調達企画室　室長

BRグローバル事業計画室　主査

氏名 新

　永田  好伸　永田  好伸 排気・機能系企画統括部　主査

調達本部　資材・金型・設備調達部
主査　兼　資材・物流調達課　課長

　古沢  伸二

企業行動推進室　主査

調達本部　資材・金型・設備調達部
部長

○辻  朋之

　笠原  武浩

営業本部　営業統括１部　主査

○藤井  智一

総務・人事本部　総務部　主査

排気・機能系企画統括部　主査
兼　プロジェクト管理課　課長

　天谷  道明

○岡田  淳史

○下島  利勝

排気・機能系企画統括部
プロジェクト管理課　課長

技術本部　車両機能系開発部　部長
兼　内装部品開発課　課長

ボデー系プロジェクト管理部　部長
兼　品質技術２課　課長

株式会社フタバ総合サービス　出向
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○松尾  一也 フタバ平泉　出向 緑工場　製造部４課　課長

天津双叶協展機械有限公司

　大竹  俊克
幸田工場　品質管理部　部長
兼　品質管理課　課長

Futaba North America Engineering &
Marketing Co.　出向

　川末  正剛 幸田工場　生産技術部　部長
幸田工場　生産技術部　部長
兼　グジャラート準備室　室長

○早稲田  聡
緑工場　工務部　主査
兼　工務課　課長

          フタバ産業株式会社　　担当：総務部　井上、藤井
          〒444-8558　愛知県岡崎市橋目町字御茶屋１
          TEL：0564-31-2211　FAX：0564-31-2220
          E-Mail：koho@futabasangyo.co.jp
          URL：http://www.futabasangyo.com/

以上

　片瀬  慎治
田原工場　工務部　部長
兼　総務課　課長

製造本部　生産支援部　部長

　金子  隆光 幸田工場　第２製造部　部長
幸田工場　第２製造部　部長
兼　生産改善室　室長

　伊藤  勝徳
六ッ美工場　生産技術部　部長
兼　保全課　課長

六ッ美工場　生産技術部　部長
兼　生産技術課　課長

　鈴木  義彦

FMI Automotive Components Private
Limited
兼　Futaba Industrial Gujarat
Private Limited　出向

経理・財務本部　原価企画部　部長
兼　ボデー系部品課　課長

　伊藤  善 田原工場　生産技術部　部長
生産技術本部　ボデー系組立生技部
部長

　嘉村  龍彦 株式会社フタバ総合サービス　出向 総務・人事本部　総務部　部長

　片桐  哲也 天津双叶協展機械有限公司　出向 田原工場　工務部　部長

　内藤  新治
六ッ美工場　情報環境機器部　部長
兼　情環製造課　課長

企画本部　業務改善推進室　室長


