Press Information
２０１３年１２月２５日

組織変更・人事異動について
２０１４年１月１日付で、下記の通り組織・人事異動を行いますのでお知らせいたします。

＜記＞
１．２０１４年 1 月 1 日付組織変更内容
（１）企画部門・事業部の組織改正
①グローカル化・複合化する事業の企画・判断・実効のスピードを上げるため、管理・企画機能をセンター、
事業推進を事業部とする。
②役員の兼任を進め、事前協議・企画立案を全社的見地から行う。
（２）センター・事業部・部・室の総数
従来の３企画部門・３事業部・３３部・１０室体制から、５センター・３事業部・２８部・８室体制とする。
５企画センター ： 「管理企画センター」「技術企画センター」「生産企画センター」
「第一管理センター」「第二管理センター」
３事業部 ： 「プレス樹脂事業部」「バルブ事業部」「ＴＰＭＳ事業部」

２．２０１４年 1 月 1 日付人事異動
（１）役員人事（担当変更分のみ）
氏名

新担当

旧担当

若野 恒永

取締役常務執行役員
管理企画センター センター長

取締役常務執行役員
管理企画部門 担当
兼 総務部 部長

柳原 國宏

執行役員
ＴＰＭＳ事業部 副事業部長
技術企画センター 副センター長
第二管理センター 副センター長

執行役員
技術企画部門 副担当
ＴＰＭＳ事業部 副事業部長
兼 海外事業室 室長

浅野 晴紀

執行役員
管理企画センター 副センター長

執行役員
管理企画部門 副担当
兼 経理部 部長

栗田 雅隆

執行役員
第二管理センター 副センター長
バルブ事業部 副事業部長
管理企画センター 副センター長

執行役員
第二事業部 副事業部長
兼 管理部 部長
兼 第二営業部 部長

（２）部長・次長・主査人事（昇任及び担当変更分のみ）
氏名

（昇任）

新担当

旧担当

村上 明彦

管理企画センター 企画・経理部 部長

経営企画部 部長

渡辺

管理企画センター 総務部 部長

総務部 主査

管理企画センター 総務部 主査
兼 環境グループ 課長

安全環境部 主査

智

菱田 実木夫
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氏名

新担当

旧担当

杉山 慎一

技術企画センター 技術開発部 部長
兼 企画管理グループ 課長
兼 開発グループ 課長

技術企画部 部長
兼 マーケット開発グループ 課長

（昇任）

大崎 康宏

生産企画センター 生産調査室 室長

生産調査室 主査

（昇任）

山田 雅之

第一管理センター 第一営業部 主査
兼 営業企画グループ 課長

第一事業部 第一営業部 営業企画グループ
課長

（新任）

鈴木 勝博

プレス樹脂事業部 事業部長付 主査
兼 プレス技術部 主査
兼 技術企画センター 技術開発部 主査

トヨタ自動車株式会社から出向

（新任）

大北 哲弘

プレス樹脂事業部 事業部長付 主査
兼 プレス技術部 主査

トヨタ自動車株式会社から出向

魚井 洋行

プレス樹脂事業部 プレス技術部 部長

第一事業部 生産技術部 部長
兼 原革３０推進室 買いチーム 主査
兼 技術企画部門 技術開発部 部長

高木 大作

プレス樹脂事業部 プレス技術部 主査
兼 生産技術一グループ 課長
兼 技術企画センター 技術開発部
開発グループ 主担当員

第一事業部 生産技術部 生産技術一グループ
課長
兼 技術企画部門 技術開発部
開発一グループ 課長

笹部 修

プレス樹脂事業部 樹脂技術部 部長
兼 プレス技術部 主査
兼 技術企画センター 原革３０推進室 室長

第一事業部 設計部 部長
兼 生産技術部 主査
兼 技術企画部門 原革３０推進室 主査

山田 元春

プレス樹脂事業部 品質保証部 主査
兼 ＨＶ品質保証グループ 主査

第一事業部 工機部 部長

山田 賢

プレス樹脂事業部 生産管理部 部長
兼 物流部 部長
兼 第一管理センター 事業企画部 部長

第一事業部 生産企画部 部長

久保 雄三

プレス樹脂事業部 生産管理部 主査

第一事業部 物流部 部長
兼 生産管理部 部長

小手川 高志

プレス樹脂事業部 第二製造部 次長
兼 製造五課 課長

第一事業部 原革３０推進室 造りチーム 主査
兼 第二製造部 次長

西村 透

第二管理センター 管理部 部長
兼 購買グループ 課長

ＴＰＭＳ事業部 管理部 部長
兼 生産管理グループ 課長

傍嶋 輝朗

第二管理センター 管理部 主査
兼 事業企画グループ 課長

ＴＰＭＳ事業部 海外事業室 課長

朝倉 基文

第二管理センター 第二営業部 部長

ＴＰＭＳ事業部 営業部 部長
兼 第一事業部 第一営業部 主査

（昇任）

春日井 清隆

バルブ事業部 技術部 主査
兼 ダイカスト技術グループ 課長

第二事業部 技術部 開発グループ 課長

（昇任）

早野

バルブ事業部 高精度技術部 主査
兼 高精度技術グループ 課長

第二事業部 高精度技術部
高精度プレスグループ 課長

（昇任）

藤田 靖彦

ピーアイシステム㈱ 出向 （主査待遇）

ピーアイシステム㈱ 出向 （課長待遇）

森 一弘

天津太平洋汽車部件有限公司 出向
（部長待遇）

生産調査室 室長

（昇任）

（昇任）

学
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（３）課長・主担当員・工範人事（昇任及び海外担当変更分のみ）
氏名

新担当

旧担当

（昇任）

桑原 昌徳

管理企画センター 企画・経理部
システムグループ 主担当員

経営企画部 システムグループ 担当員

（昇任）

日比野 雄一

プレス樹脂事業部 樹脂技術部
設計二グループ 主担当員

第一事業部 設計部 設計二グループ 担当員

（昇任）

内藤

バルブ事業部 技術部 設計グループ
主担当員

第二事業部 技術部 技術グループ 担当員

（昇任）

渡辺 裕一

ＴＰＭＳ事業部 技術部 機能設計一グループ
課長

ＴＰＭＳ事業部 技術部 技術一グループ 担当員

（昇任）

森

ＴＰＭＳ事業部 技術部 機能設計二グループ
課長

ＴＰＭＳ事業部 海外事業室 担当員

栗田 誠

PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD
出向 （課長待遇）

第二事業部 第二営業部 営業グループ
主担当員

山北 幸治

長沙太平洋半谷汽車部件有限会社 出向
（課長待遇）

第一事業部 第二製造部 製造五課 課長

子安

バルブ事業部 製造部 製造二課 組立係 工範

第二事業部 製造部 製造一課 バルブ一係
工長

（昇任）

一

大剛

弘

が異動内容
≪お問合せ先≫

太平洋工業株式会社 総務部（担当：若野）

℡０５８４-９３-０１１８

