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2020 年 12 月 3 日 

 

2021 年 1 月 1 日付 

組織、役員の体制変更、および定期人事異動について 
 

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;宮内 一公）は、 

2021 年 1 月 1 日付の組織、役員の体制変更、および定期の人事異動を決定いたしましたので、 

下記の通りお知らせいたします。  

 

記 

 

1. 組織変更 

１）領域の新設 

・ものづくり相互研鑽領域 

・第１開発領域 

・第２開発領域 

 

2）部・プロジェクトの変更 

 

総務部（再編）  総合センター管理部（廃止） 

 
  

総合センター統括部（新設）  技術統括部（廃止） 

 

プロジェクトＦ（再編）  技術開発推進部（廃止） 
 

 

 
 

第１車両性能技術部（再編）   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

２．2020 年 12 月開催予定の臨時株主総会後の取締役・監査役の変更 

「取締役の選任」については、12 月開催予定の臨時株主総会の承認を経て正式決定いたします。 

 

１）新任 １名 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

石川 洋之 

取締役 

宮城大衡工場〔工場長兼務〕 

岩手工場、宮城大和工場、 

ものづくり革新 

（ＴＰＳ・製造革新・車体）領域、 

ものづくり革新（塗装・組立）領域 統括 

宮城大衡工場長 

 

２）役付変更 １名 

氏  名 新 役 職 現 役 職 

永田 雅久 

取締役 

第１開発領域、第２開発領域、 

プロジェクト 統括 

専務取締役 

 

尚、石井 善章は、代表取締役 取締役副社長を退任予定 

 

 

３．領域長・工場長・プロジェクトリーダーの人事異動 
 

１）新任 2 名 

氏  名 新 担 当 現 担 当 

林田 愼太郎 地域連携推進領域長 総務部長 

根岸 昭二 第２開発領域長 

トヨタ自動車（株） 

Toyota Compact Car Company 

ＴＣ第２車両開発部長（出向） 
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２）担当変更 8 名 

氏  名 新 担 当 現 担 当 

大島 三喜 企業基盤構築領域長 
企業基盤構築領域長 

(兼)ＴＱＭ推進部長 

梅原  武 

第１開発領域長 

ものづくり相互研鑽領域長 

プロジェクトＦ プロジェクトリーダー 

地域連携推進領域長 

プロジェクトＦ プロジェクトリーダー 

植田  強 ものづくり相互研鑽領域 副領域長 
地域連携推進領域 副領域長 

(兼)ものづくり相互研鑽部長 

阿部 重三 
ものづくり革新 

（ＴＰＳ・製造革新・車体） 領域長 

東富士工場長 

ものづくり革新（製造革新・車体）領域長 

永坂 雅彦 
岩手工場長 

ものづくり革新（塗装・組立）領域長 
岩手工場長 

林  富雄 宮城大和工場長 
宮城大和工場 副工場長 

(兼)宮城大和工場 生産部長 

佐野 和広 プロジェクトＡ プロジェクトリーダー 
プロジェクトＡ プロジェクトリーダー 

(兼)生準企画部長 

佐野 俊一 社長付 特命業務 

トヨタ モーター マニュファクチャリング 

フランス（ＴＭＭＦ） 

製造部門 上級副社長 

 

尚、鈴木 頼奈はものづくり革新（塗装・組立）領域長を退任、野中 敏行は宮城大和工場長を退任 

 

 

４．役員・領域長・工場長・プロジェクトリーダー等の体制 
 

・役員                       ☆…新任                  
 

氏 名 新 役 職・担 当 

白根 武史 代表取締役 取締役会長 

宮内 一公 代表取締役 取締役社長 

永田 雅久 

取締役 

第１開発領域、第２開発領域、 

プロジェクト 統括 

☆石川 洋之 

取締役 

宮城大衡工場〔工場長兼務〕 

岩手工場、宮城大和工場、 

ものづくり革新 

（ＴＰＳ・製造革新・車体）領域、 

ものづくり革新（塗装・組立）領域 統括 

山下 通利 常勤監査役 

米山 圭一 常勤監査役 

小平 信因 監査役 
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・領域長・工場長・プロジェクトリーダー 等                       ☆…新任 

氏 名 新 担 当 現 担 当 

幼方 俊彦 
価値創造支援領域長 

 総合企画部、経理部、情報システム部 
← 

☆林田 愼太郎 
地域連携推進領域長 

 総務部、広報部 
総務部長 

濱口 昌史 
経営資源最適化領域長 

 人事部、人材開発部、生産管理部 

経営資源最適化領域長 

 人事部、人材開発部、生産管理部、 

 広報部 

大島 三喜 

企業基盤構築領域長 

 安全・健康推進部、品質保証部、 

 ＰＥ・環境部、ＴＱＭ推進部 

企業基盤構築領域長 

 ＴＱＭ推進部〔部長兼務〕 

 安全・健康推進部、品質保証部、 

 ＰＥ・環境部 

梅原  武 

ものづくり相互研鑽領域長 

 ものづくり相互研鑽部、生準企画部 

第１開発領域長 

 総合センター統括部、電子技術部 

プロジェクトＦ プロジェクトリーダー 

地域連携推進領域長 

 総務部、総合センター管理部、 

 ものづくり相互研鑽部 

プロジェクトＦ プロジェクトリーダー  

☆根岸 昭二 

第２開発領域長 

 デザイン部、第１ボデー設計部、 

 第２ボデー設計部、第３ボデー設計部、 

 第１車両性能技術部、 

第２車両性能技術部 

トヨタ自動車（株） 

Toyota Compact Car Company 

ＴＣ第２車両開発部長（出向） 

植田  強 
ものづくり相互研鑽領域 副領域長 

 ものづくり相互研鑽部、生準企画部 

地域連携推進領域 副領域長 

 ものづくり相互研鑽部 〔部長兼務〕 

 総務部、総合センター管理部 

阿部 重三 

ものづくり革新 

（ＴＰＳ・製造革新・車体）領域長 

 ＴＰＳ推進部、製造革新部、 

ものづくり車体研鑽部 

東富士工場長 

工務部、車体部、塗装成形部、 

 組立部、品質管理部 

ものづくり革新（製造革新・車体）領域長 

 製造革新部、ものづくり車体研鑽部 

永坂 雅彦 

ものづくり革新（塗装・組立）領域長 

 ものづくり塗装研鑽部、 

ものづくり組立研鑽部 

岩手工場長 

 工務部、車体部、塗装成形部、 

 組立部、品質管理部 

岩手工場長 

 工務部、車体部、塗装成形部、 

 組立部、品質管理部 

林  富雄 

宮城大和工場長 

 工務部、ものづくりユニット研鑽部、 

 生産部、品質管理部 

宮城大和工場 副工場長 

 宮城大和工場 生産部 〔部長兼務〕 

 工務部、ものづくりユニット研鑽部、 

 品質管理部 
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氏  名 新 担 当 現 担 当 

佐野 和広 プロジェクトＡ プロジェクトリーダー 
プロジェクトＡ プロジェクトリーダー 

生準企画部 〔部長兼務〕 

早川 準人 プロジェクトＢ プロジェクトリーダー ← 

富澤 浩紀 プロジェクトＣ プロジェクトリーダー ← 

粥川  宏 プロジェクトＤ プロジェクトリーダー ← 

阿部  勉 プロジェクトＥ プロジェクトリーダー ← 

八巻 和彦 プロジェクト I  プロジェクトリーダー ← 

大久保 三夫 
カンジコー・ド・ブラジル（KDB） 

取締役社長 
← 

佐野 俊一 社長付 特命業務 

トヨタ モーター マニュファクチャリング  

フランス（ＴＭＭＦ） 

製造部門 上級副社長 
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５．部長職の人事異動            

氏  名 新  職 現  職 

小平 尚雄 
経理部長 

(兼)経理部 原価改善グループ長 
経理部 原価改善グループ長 

福元 貴浩 総務部長 総務部 総務グループ長 

網野 賢一 ＴＱＭ推進部長 総合センター管理部長 

大森 幸男 総合センター統括部長 第２ボデー設計部長 

鈴木 良規 第２ボデー設計部長 

第２ボデー設計部 第３ボデー設計室長 

(兼)第２ボデー設計部  

第３ボデー設計室 ４グループ長 

小林 寛 第３ボデー設計部長 第１ボデー設計部 戦略室長 

中島 俊幸 
第１車両性能技術部長 

(兼)TPS 推進部 TPS グループ 主査 
第３ボデー設計部長 

白 奉辰 第２車両性能技術部長 第１車両性能技術部 性能統括室長 

杉山 聡一 ものづくり相互研鑽部長 ものづくり相互研鑽部 副部長 

廣瀬 寿勝 生準企画部長 
東富士工場 車体部長 

(兼)東富士工場 車体部 プレス課長 

菅原 浩之 ものづくり車体研鑽部長 
トヨタ モーター マニュファクチャリング  

フランス（ＴＭＭＦ） 

大澤 博和 ものづくり塗装研鑽部長 
ものづくり塗装研鑽部  

塗装工程改革グループ長 

石川 拓也 ものづくり組立研鑽部 副部長 ものづくり組立研鑽部 主査 

木村 重成 
宮城大衡工場 車体部長 

(兼)岩手工場 車体部 副部長 

岩手工場 車体部長 

(兼)宮城大衡工場 車体部 副部長 

澤田 光男 
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 

岩手工場 塗装成形部長 

(兼)宮城大衡工場 塗装成形部 副部長 

内山 崇 
宮城大衡工場 組立部長 

(兼)岩手工場 組立部 副部長 
東富士工場 組立部 組立課長 

佐々木 徳浩 

岩手工場 車体部長 

(兼)宮城大衡工場 車体部 副部長 

(兼)岩手工場 車体部 技術グループ長 

宮城大衡工場 車体部長 

(兼)岩手工場 車体部 副部長 
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以上

氏  名 新  職 現  職 

遠藤 章 
岩手工場 塗装成形部長 

(兼)宮城大衡工場 塗装成形部 副部長 

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 

佐藤 宏由 
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 第２組立課長 

中川 潔 
岩手工場 品質管理部長 

(兼)宮城大衡工場 品質管理部 副部長 
東富士工場 品質管理部長 

賢木 和義 宮城大和工場 工務部長 東富士工場 工務部長 

甲地 寛樹 宮城大和工場 生産部長 宮城大和工場 品質管理部長 

富田 和明 宮城大和工場 品質管理部長 ＴＰＳ推進部 ＴＰＳグループ長 

阿部 貴顕 プロジェクト I  チーフ・スタッフ ものづくり車体研鑽部長 

藤崎 敏昭 プロジェクトＦ 部長 技術統括部長 

トヨタ自動車東日本株式会社 広報部 宮城県黒川郡大衡村中央平１番地 TEL(022)765-6493   
 


