
 排気・機能系企画統括部(新設)

１．組織変更

　Ａ．全社直轄
　　◆排気・機能系企画統括部を設置
　　　排気系事業改革のため、新設。

【変更後】 【変更前】

　Ｃ．経理・財務本部
　　◆財務部を設置
　　　管理体制強化のため、新設。

【変更後】 【変更前】

 財務部(新設)

2016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、2017年1月1日付けで、
以下の組織変更および人事異動を行います。

報道機関各位

　　　管理体制強化のため、調達企画室を２課体制とし、名称変更。

【変更後】 【変更前】

 調達企画部  調達企画室

　　◆ボデー系企画統括部を設置
　　　ボデー系事業改革のため、新設。

【変更後】 【変更前】

 ボデー系企画統括部(新設)

　Ｂ．企画本部
　　◆事業企画室の名称を変更
　　　地域別管理による判断迅速化のため、事業企画室を２課体制とし、名称変更。

【変更後】 【変更前】

 事業企画部  事業企画室

　Ｄ．調達本部
　　◆調達企画室の名称を変更

ＮＥＷＳ

定期組織変更および人事異動のお知らせ

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳ



　　◆品質管理部を設置

　　◆ボデー系組立生技部、排気系組立生技部を設置

【変更後】 【変更前】

 ボデー系組立生技部  ものづくり改革推進室

 排気系組立生技部  組立生技部

　Ｇ．製造総本部

　　　業務範囲拡大のため、２課体制とし、名称変更。

【変更後】 【変更前】

 生産支援部

 エンジン機器開発部(新設)  環境・省エネ機器開発部

 排気系開発部  排気系開発部

　Ｆ．生産技術本部

【変更後】 【変更前】

 生産技術部(新設)  (工務部生産技術課)

　　　品質管理部門の管理体制強化のため、品質管理課から品質管理部へ昇格させ再編。

【変更後】 【変更前】

 品質管理部(新設)  (品質管理課)

　Ｉ．知立工場
　　◆生産技術部を設置

　　◆車両機能系開発部の名称を変更
　　　技術本部内再編のため、名称変更。

 性能保証部  性能開発部

　　◆性能開発部の名称を変更
　　　管理体制強化のため、課を新設し、名称を変更。

　Ｅ．技術本部
　　◆エンジン機器開発部を設置
　　　環境・省エネ機器開発部、排気系開発部、性能開発部、車両機能系開発部を再編し、新設。

【変更後】 【変更前】

 品質管理部(新設)  (品質管理課)

 改善推進室

　Ｈ．岡崎工場

　　◆改善推進室の名称を変更

　　　ものづくり改革推進室の機能を移管し、組立生技部を再編。

 機能系開発部  車両機能系開発部

　　◆品質管理部を設置
　　　品質管理部門の管理体制強化のため、品質管理課から品質管理部へ昇格させ再編。

【変更後】 【変更前】

　　　生産技術部門の管理体制強化のため、生産技術部を新設。



岡崎工場（工場長）
岡崎工場（工場長）
工務部（部長）

　尾崎　和光
田原工場（工場長）
工務部（部長）

双叶（常州）管理有限公司　出向　横田　利夫

新

経理・財務本部　原価企画部（部長）
経理部（主査）

　白井　康能

緑工場（工場長）
緑工場生産技術部（部長）
知立工場（工場長）
知立工場生産技術部（部長）

緑工場（工場長）
知立工場（工場長）
知立工場工務部（部長）

　稲垣　卓久
生産技術本部（副本部長）
ボデー系企画統括部担当
生技開発部担当

旧

　黒野　徳義

（２）執行役員の異動（７名）

　前田　卯市 企画本部（副本部長）

氏名

２．人事異動

企画本部（副本部長）
事業企画室（室長）

（１）上席執行役員の異動（３名）

氏名 新

品質保証本部（本部長）
品質保証部担当
品質監査部担当
ものづくり研修センター
（副センター長）

品質保証本部（本部長）
品質保証部担当
品質監査部担当（部長兼務）
ものづくり研修センター
（副センター長）

生産技術本部（副本部長）
ＢＲ排気系改革推進室副担当
プロジェクト管理部担当
生技開発部担当（部長兼務）

　松尾　哲典
生産技術本部
排気系組立生技部担当
特機部担当（部長兼務）

生産技術本部
ものづくり改革推進室（室長）
特機部（部長）

　中西　良行

生産技術本部
プレス生技部担当
工機部担当
ボデー系組立生技部担当

生産技術本部　プレス生技部（部長）

　関　一裕
技術本部（副本部長）
ボデー系企画統括部
ボデー部品開発担当

技術本部（副本部長）
生産技術本部　ボデー部品開発担当

田原工場（工場長）

　露口　健二

旧



技術本部
ＢＲ排気系改革推進室（室長）

旧

Futaba Industrial Texas Corp.
出向（社長）

　鋤柄　護
PT. Futaba Industrial Indonesia
出向（社長）

　江坂　英久

PT. Komponen Futaba Nusapersada
出向

緑工場　品質管理部（部長）
知立工場　品質管理部（部長）

岡崎工場　生産技術部（部長）

　鷲見　千春 製造総本部　生産支援部（主査）
生産技術本部
ボデー事業改革推進室（主査）

○酒井　幸人

新
※○印は主幹職１級昇格者

　近藤　勝美

　蜂須賀　明広 岡崎工場　工務部（部長） 田原工場　工務部（部長）

緑工場　生産技術部（部長）

○福井　正三 →

（３）主幹職１級の異動並びに昇格者（16名）

○武田　博 →
総務・人事本部
情報システム部（部長）

　浅井　匡 企画本部　事業企画部（主査） 企画本部　事業企画室（主査）

　畔柳　徹 企画本部　事業企画部（部長） 企画本部　事業企画室（主査）

技術本部　機能系開発部（部長）

旧

幸田工場　第２製造部（部長） 幸田工場　第３製造部（部長）

生産技術本部
ボデー系組立生技部（部長）

生産技術本部　組立生技部（部長）

　加藤　進一 製造総本部　生産支援部（部長） 製造総本部　改善推進室（室長）

　音無　克仁

　梅村　次彦

○伊藤　善 生産技術本部　生技開発部（部長）
生産技術本部　生技開発部
生技開発課（課長）

氏名 新

技術本部
環境・省エネ機器開発部（部長）

生産技術本部
プロジェクト管理部（部長）

○高木　論
技術本部
エンジン機器開発部（部長）

技術本部　排気系開発部
エンジン関連部品設計課（課長）

　渡部　洋司

　大野　一成

技術本部　性能開発部（部長）　甚田　政博 技術本部　性能保証部（部長）

（４）主幹職２級（部長職）の異動並びに昇格者（20名）

　場本　剛史

調達本部　部品調達部（部長）

緑工場　品質管理部（部長）

PT. Futaba Industrial Indonesia
出向（社長）

※○印は主幹職２級昇格者

氏名

品質保証本部　品質監査部（部長）
Futaba North America
Engineering & Marketing Co.　出向

　鈴木　義彦 経理・財務本部　原価企画部（部長） 技術本部　車両機能系開発部（部長）

　笠原　武浩 調達本部　調達企画部（部長） 調達本部　調達企画室（室長）

　五反田　仁志 調達本部　部品調達部（部長） FIO Automotive Canada Corp.　出向

○柴山　雄一 → 六ッ美工場　情報環境機器部（部長）

　中村　宏之 ボデー系企画統括部（部長）

排気・機能系企画統括部（部長）

　鳥山　圭一 双叶（常州）管理有限公司　出向経理・財務本部　財務部（部長）



　中澤　隆行
幸田工場
グジャラート準備室（室長）

幸田工場　第２製造部（部長）
グジャラート準備室（室長）

緑工場　工務部（部長）

　矢田　勝弘 幸田工場　工務部（部長）

　古沢　伸二 生産技術本部　プレス生技部（部長）

          フタバ産業株式会社　　担当：広報室　井上、鈴木
          〒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

○岩瀬　広夫
製造総本部
安全・衛生管理室（室長）

製造総本部
安全・衛生管理室（課長）

このニュースに関するお問い合わせ先

○大山　拓也 岡崎工場　品質管理部（部長） 岡崎工場　品質管理課（課長）

　蒲原　英人

生産技術本部　プレス生技部
金型計画課（課長）

　武田　豊
生産技術本部
排気系組立生技部（部長）

生産技術本部
ボデー事業改革推進室（室長）

　広野　輝幸
PT. Komponen Futaba Nusapersada
出向

幸田工場　工務部（部長）

　中塚　伸司
六ッ美工場　第２製造部（部長）
第１製造部（部長）

六ッ美工場　第２製造部（部長）

　鵜飼　久也 株式会社フタバ平泉　出向 六ッ美工場　第１製造部（部長）

　寺本　隆二
東莞双叶金属制品有限公司　出向
（総経理）

岡崎工場　製造部（部長）

総務・人事本部　総務部（主査）

岡崎工場　製造部（部長） 株式会社フタバ平泉　出向

　川合　生剛
緑工場　工務部（部長）
知立工場　工務部（部長）


