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豊

組織変更および人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 1 日付で組織変更および人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。
記
１．組織変更の主な内容
（１）経営企画部を経営企画本部に変更し、事業マネジメント部、経営企画部を新設する。
（２）HAMS 本部を廃止し、人事部、総務本部を新設する。
総務本部に安全衛生部、施設管理部、総務部を新設する。
（３）原価統括本部を廃止し、原価企画本部、グローバル調達本部を新設する。
グローバル調達本部に調達企画部、調達管理部、部品調達部を新設する。
（５）グローバル製造本部を生産革新本部に変更する。
製造企画部を事業管理部に変更する。
スマートファクトリー推進部を新設する。
工機部をグローバル開発本部から移管し、生産技術革新センターに変更する。
（６）新事業開発室を新設する。
（７）FI システム事業部に設計開発部、生産技術部を新設する。
技術部、プログラムマネジメント部を廃止する。
（８）車輌配管事業グループ
技術部を廃止する。
車輌配管第一事業部に生産技術部、設計開発部を新設する。
造管事業部に技術開発部、生産技術部を新設し、事業企画部を廃止する。
２．人事異動
（１）取締役・執行役員
新 職
取締役 執行役員副社長
車輌配管事業グループ長
（兼）生産革新本部長
取締役 常務執行役員
経営企画本部長
執行役員
新事業開発室長

執行役員
グローバル調達本部長
執行役員
生産革新本部 生産技術革新センター長

旧 職
取締役 執行役員副社長
車輌配管事業グループ長
（兼）グローバル製造本部長
取締役 常務執行役員
経営企画部長
執行役員
FI システム事業部長
（兼）グローバル営業本部
マーケティング企画室長
執行役員
原価統括本部 グローバル調達部長
執行役員
グローバル開発本部 工機部長
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氏 名
中本 浩寿

佐々木 宗俊
アンソニー・エノモト

阿部

剛

大嶋 敏男

（２）部長職以上
新 職
経営企画本部 事業マネジメント部長

旧 職
経営企画部 事業マネジメントグループ長

経営企画本部 経営企画部長

安全環境製品事業部 事業企画部長

日名 一宏

人事部長

HAMS 本部 人事部長

徳生 大輔

総務本部長

HAMS 本部長

小林 太志

総務本部 安全衛生部長

HAMS 本部 総務部長
（兼）安全衛生グループ長
HAMS 本部 総務部
施設管理グループ長
HAMS 本部 総務部
労務グループ長
原価統括本部 原価企画室長

田林 喜英

総務本部 施設管理部長
総務本部 総務部長
原価企画本部長
グローバル調達本部 調達企画部長
グローバル調達本部 調達管理部長
グローバル調達本部 部品調達部長
生産革新本部 事業管理部長

原価統括本部 グローバル調達部
調達グループ長
原価統括本部 グローバル調達部
企画管理グループ長
FI システム事業部
プログラムマネジメント部長
グローバル製造本部 製造企画部長

生産革新本部 リーン生産推進部長

グローバル製造本部
リーン生産推進部長
グローバル開発本部 R&D センター長 グローバル開発本部 R&D センター長
（兼）生産革新本部
スマートファクトリー推進部長
生産革新本部 物流部長
グローバル製造本部 物流部長
FI システム事業部長

氏 名
榎本 新太郎

大久保 正喜
福地 正浩
小河原 徹
伊東 孝洋
西村 尚文
箕浦 康之
山本 大策
松沼 雅之
後藤 直哉

佐藤 泰三

安全環境製品事業部長
（兼）技術部長
FI システム事業部 技術部
PI システム開発グループ長
FI システム事業部 技術部長

星

豊島 秀樹

安全環境製品事業部 技術部長

FI システム事業部 製造部
生産技術課長
安全環境製品事業部 製造部副部長
（兼）品質保証部長
安全環境製品事業部 技術部副部長

安全環境製品事業部 品質保証部長

FI システム事業部 品質保証部長

倉橋 正典

車輌配管事業グループ
車輌配管第一事業部長
（兼）設計開発部長
車輌配管事業グループ
車輌配管第一事業部 生産技術部長

車輌配管事業グループ
車輌配管第一事業部長

大山

車輌配管事業グループ
車輌配管第一事業部
製造部 生産技術課長

落合 和久

FI システム事業部 設計開発部長
FI システム事業部 生産技術部長
FI システム事業部 品質保証部長
安全環境製品事業部長
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政行

高橋 義久
山崎 伸司

小畠 哲也
柴崎 嘉隆

薫

車輌配管事業グループ
造管事業部 DT 製造部長
車輌配管事業グループ
造管事業部 技術開発部長
車輌配管事業グループ
造管事業部 生産技術部長

グローバル製造本部
Sanoh India Private Limited 出向
車輌配管事業グループ
技術部 造管技術開発課長
車輌配管事業グループ
造管事業部 事業企画部長

池田 哲也
小林 栄樹
鈴木 二郎

以 上
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