Press Information
２０１５年１２月２４日

人事異動について
２０１６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＞
１．２０１６年 1 月 1 日付組織変更内容
（１）主な組織変更内容
①監査役会の下に監査役室を新設する。
②プレス・樹脂事業部は、製造部を４部制から５部制とする。
③バルブ・ＴＰＭＳ事業部は、従来の技術部と開発部を、第一、第二、第三技術部に再編する。
④管理企画センターは、企画・経理部を、経営企画部と経理部に分離する。
（２）センター・事業部・部・室の総数
従来の３センター・２事業部・２７部・９室体制から、３センター・２事業部・３０部・８室体制とする。

２．２０１６年 1 月 1 日付人事異動
（１）役員クラス人事（担当変更分のみ）
氏名
白田 隆幸

新担当
常務執行役員
バルブ・ＴＰＭＳ事業部 副事業部長

旧担当
常務執行役員
プレス・樹脂事業部 副事業部長
バルブ・ＴＰＭＳ事業部 副事業部長

（２）理事クラス人事（昇任及び担当変更分のみ）
氏名

（昇任）

新担当

旧担当

斉藤 圭民

理事
バルブ・ＴＰＭＳ事業部 副事業部長
兼 第二技術部 部長

理事
バルブ・ＴＰＭＳ事業部 副事業部長
兼 技術部 部長

鈴木 勝博

理事
プレス・樹脂事業部 副事業部長
兼 プレス技術部 部長
兼 ものづくり改革室 室長
兼 技術企画センター 技術開発部 主査

プレス・樹脂事業部 プレス技術部 部長
兼 技術企画センター 原革３０推進室 主査
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（３）部長・次長・主査クラス人事（昇任及び担当変更分のみ）
氏名

（昇任）

（昇任）

（昇任）

新担当

旧担当

小椋 斉

ＣＳＲ・監査室 室長
兼 監査役室 室長

ＣＳＲ・監査室 室長

竹下 功

管理企画センター 経営企画部 部長

プレス・樹脂事業部 管理部 部長

渡辺 智

管理企画センター 経理部 部長

管理企画センター 総務部 部長

林 貴久

管理企画センター 総務部 部長

管理企画センター 人事部 部長

竹中 拓也

管理企画センター 人事部 部長

管理企画センター 人事部 主査

西村 透

管理企画センター 安全健康部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 管理部 部長

川瀬 真一

技術企画センター 技術開発部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 開発部 主査
兼 技術企画センター 技術開発部 主査

内藤 実成

技術企画センター 技術開発部 主査

技術企画センター 技術開発部
開発一グループ 課長

杉山 慎一

技術企画センター 技術企画部 部長
兼 品質統括室 室長

技術企画センター 技術企画部 部長

川端 健二

プレス・樹脂事業部 管理部 部長

プレス・樹脂事業部 管理部 管理グループ
課長

宮川 芳夫

プレス・樹脂事業部 品質保証部 部長

プレス・樹脂事業部 品質保証部 部長
兼 技術企画センター 品質統括室 室長

向後 正明

プレス・樹脂事業部 生産管理部 部長

プレス・樹脂事業部 第四製造部 部長

田中 博

プレス・樹脂事業部 第一製造部 部長
兼 物流部 部長
兼 ものづくり改革室 主査

プレス・樹脂事業部 ものづくり改革室 室長
兼 物流部 部長
兼 第一製造部 主査

園部 一人

プレス・樹脂事業部 第三製造部 部長

プレス・樹脂事業部 第一製造部 部長

山田 賢

プレス・樹脂事業部 第五製造部 部長

プレス・樹脂事業部 生産管理部 部長

村上 明彦

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 管理部 部長

管理企画センター 企画・経理部 部長

藤井 康彦

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 管理部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 品質保証部 部長

笹野 幸満

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 営業部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 営業部
開発営業グループ 主担当員
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氏名

新担当

旧担当

山本 雅彦

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第一技術部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 技術部 主査

藤本 聡

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第一技術部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 生産管理部 部長

桃瀬 彰

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第二技術部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 技術部 主査
兼 開発部 主査

小島 啓介

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第二技術部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 技術部 主査

平澤 勝芳

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第三技術部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 開発部 部長

春日井 清隆

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第三技術部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 開発部 主査

早野 学

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 第三技術部 主査

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 開発部 主査

北村 幸二郎

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 品質保証部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 品質保証部 主査

朝倉 基文

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 生産管理部 部長

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 営業部 部長

（４）課長・主担当員クラス人事（昇任分のみ）
氏名

新担当

旧担当

（昇任）

川瀬 利之

プレス・樹脂事業部 プレス技術部
生産技術二グループ 主担当員

プレス・樹脂事業部 プレス技術部
生産技術二グループ 担当員

（昇任）

伊藤 順也

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 管理部
管理・購買グループ 主担当員

バルブ・ＴＰＭＳ事業部 管理部
管理・購買グループ 担当員

が異動内容

≪お問合せ先≫

太平洋工業株式会社 総務部（担当：渡辺）

℡０５８４-９３-０１１３

