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2017 年 12 月 8 日  

 

 

2018201820182018 年年年年 1111 月月月月 1111 日付日付日付日付    定期人事異動（部長職）定期人事異動（部長職）定期人事異動（部長職）定期人事異動（部長職）についてについてについてについて    
 

トヨタ自動車東日本株式会社（本社;宮城県黒川郡大衡村中央平 1 番地 取締役社長;白根 武史）は、 

2018 年 1 月 1 日付の部長職の人事異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。  

 

記 

 

氏 名 新 職 現 職 

森 英世 
ＴＱＭ推進室 主査 

（兼）ＴＱＭ推進室 小集団活動グループ長 
東富士工場 工務部長 

網野 賢一 総合企画室長 
岩手工場 工務部長 

（兼）宮城大衡工場 工務部 副部長 

坂田 知巳 総合企画室 主査 総合企画室長 

倉山 善一 人事部長 人事部 人事企画室長 

川本 久徳 調達部長 トヨタ自動車（株） 

大竹 克幸 技術開発推進部長 第２ボデー設計部長 

秦泉寺 孝興 技術管理部 チーフ・スタッフ 生技管理部長 

根岸 昭二 ボデー設計部長 第１ボデー設計部長 

大森 幸男 ボデー設計部 副部長 第１ボデー設計部 副部長 

八巻 和彦 ボデー設計部 副部長 第１ボデー設計部 第４ボデー設計室長 

中島 俊幸 内装設計部長 第１ボデー設計部 第３ボデー設計室長 
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氏 名 新 職 現 職 

中塚 義規 内装設計部 品質監査室 主査 試作特装部長 

眞田 洋 電子技術部長 材料・電子技術部長 

吉田 信 車両性能技術部長 第１実験部長 

小山 悦伸 
車両性能技術部 副部長   

（兼）車両性能技術部 業務改革グループ長 
開発企画部長 

益子 一弘 車両性能技術部 副部長 第２実験部長 

石川 洋之  生産管理部長 
宮城大衡工場 工務部長  

（兼）岩手工場 工務部 副部長 

佐藤 栄一 ものづくり研鑽部 副部長 
ものづくり研鑽部 理事 

（兼）ものづくり研鑽部 ものづくり研鑽室長 

鈴木 清司 ものづくり研鑽部 理事 
ものづくり研鑽部 理事 

（兼）ものづくり研鑽部 ものづくり改革室長 

桂畑 健 
ものづくり研鑽部 主査   

（兼）ものづくり研鑽部 組立研鑽室長 

岩手工場 組立部長  

（兼）宮城大衡工場 組立部 副部長 

藤 正之 
ものづくり研鑽部 主査   

（兼）ものづくり研鑽部 塗装研鑽室長 
塗装・組立生技部長 

新間 武 
ものづくり研鑽部 主査  

（兼）ものづくり研鑽部 製造革新室長 

東富士工場 車体部長  

（兼）東富士工場 車体部 技術グループ長 

（兼）ものづくり研鑽部  

ものづくり改革室 主査 

阿部 貴顕 
ものづくり研鑽部 主査 

（兼）ものづくり研鑽部 車体研鑽室長 
ボデー生技部長 
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氏 名 新 職 現 職 

田中 千浩 宮城大衡工場 チーフ・スタッフ 東富士工場 品質管理部長 

中出 裕之 
宮城大衡工場 工務部長  

（兼）岩手工場 工務部 副部長 
人事部長 

佐々木 徳浩 
宮城大衡工場 車体部長  

（兼）岩手工場 車体部 副部長 
プレス・化成生技部長 

河野 聡次郎 宮城大衡工場 車体部 副部長 
宮城大衡工場 車体部長   

（兼）岩手工場 車体部 副部長 

村上 治久 
宮城大衡工場 塗装成形部長 

（兼）岩手工場 塗装成形部 副部長 

東富士工場 塗装成形部長   

（兼）東富士工場 塗装成形部  

技術グループ長 

石井 正宗 東富士工場 チーフ・スタッフ 東富士工場 組立部長 

賢木 和義 東富士工場 工務部長 東富士工場 工務部 工場管理室長 

廣瀬 寿勝 
東富士工場 車体部長  

（兼）東富士工場 車体部 技術グループ長 
宮城大和工場 生産部長 

木本 力夫 
東富士工場 塗装成形部長  

（兼）東富士工場 塗装成形部 技術グループ長 
東富士工場 理事 

木村 元 東富士工場 組立部長 東富士工場 組立部 次長 

中川 潔 東富士工場 品質管理部長 

東富士工場 品質管理部 品質技術員室長 

（兼）東富士工場 品質管理部  

品質技術員室 生準グループ長 

村杉 英記 
岩手工場 工務部長   

（兼）宮城大衡工場 工務部 副部長 
生産管理部長 

丹羽 淳二 
岩手工場 組立部長 

（兼）宮城大衡工場 組立部 副部長 
岩手工場 組立部 副部長 
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氏 名 新 職 現 職 

芹沢 良昭 宮城大和工場 生産部長 宮城大和工場 品質管理部長 

前田 裕之 宮城大和工場 品質管理部長 
宮城大衡工場 品質管理部 次長  

（兼）宮城大衡工場 品質管理部 検査課長 

    

                以上


