住友電装株式会社
２０１８年３月１日
【組織変更】
発令日：２０１８年４月１日
管理本部を新設
総務部、法務部、リスク管理室、人事部、人材開発部、キャリアサポートセンター、四日市製作所、関東人事総務部、鈴鹿製作所、津製作所を管理本部に移管
管理本部にパブリックリレーションズ推進室を新設
生技開発本部を、生産技術本部に改称
安全環境部を、生産技術本部に移管
品質管理本部を廃止
品質管理本部品質企画部、ＧＳ推進部、規制物質管理部を生産技術本部へ統合移管し、生産技術本部品質管理部とする
ハーネス生産企画本部を、ハーネス生産本部に改称
ハーネス生産本部生産調査部に品質管理室を新設
ハーネス生産本部グローバルピカピカセンター設備開発部をハーネス生産本部グローバルピカピカセンター設備技術部に改称
ハーネス部品本部、ハーネス部品本部開発技術統轄部を廃止
ハーネス生産本部にハーネス部品統轄部を新設し、ハーネス部品本部生産管理部、品質保証部を移管、
それぞれ、ハーネス生産本部ハーネス部品統轄部生産管理部、品質保証部とする
ハーネス部品本部開発技術統轄部東部開発技術部を、東部事業本部に移管し、東部事業本部ハーネス部品開発技術部とする
ハーネス部品本部開発技術統轄部開発企画部、西部開発技術部を、西部事業本部に移管し、西部事業本部ハーネス部品開発企画部、ハーネス部品開発技術部とする
特品事業本部第１事業部開発技術統轄部に豊田開発設計部を新設
グローバル事業本部グローバル事業推進部開発技術部を分割し、開発技術統轄部、開発技術統轄部第１開発技術室、第２開発技術室、第３開発技術室を新設
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【人事異動】
発令日：２０１８年３月２２日
新

職

▽西部事業本部第１事業部品質保証部長
発令日：２０１８年４月１日
新

旧

職

継

続

職

（Sumitomo Electric Wiring Systems(Europe) Ltd.）

職

旧

職

氏
橋村 昌弘

継

続

職

氏

▽ハーネス生産本部長

（ハーネス生産企画本部長）

取締役 専務執行役員

牧戸 政己

▽ハーネス生産本部副本部長

（ハーネス生産企画本部副本部長）

常務執行役員

加藤 裕司

東部事業本部長
▽ハーネス生産本部副本部長

（ハーネス生産企画本部副本部長）

常務執行役員

松岡 充彦

特品事業本部長
▽ハーネス生産本部副本部長

（ハーネス生産企画本部副本部長
グローバル事業本部グローバル事業推進部長）

常務執行役員

加藤 孝裕

グローバル事業本部長
技術統轄部長

▽ハーネス生産本部副本部長

（ハーネス生産企画本部副本部長）

グローバル事業本部副本部長

常務執行役員

河村 孝雄

西部事業本部長
西部事業本部第１事業部長

▽生産技術本部副本部長

（生技開発本部副本部長）

執行役員

佐久間 悌二

▽生産技術本部長

（生技開発本部長

執行役員

丸山 哲二

ハーネス生産本部副本部長

ハーネス生産企画本部副本部長

ハーネス生産本部グローバルピカピカセンター長

ハーネス生産企画本部グローバルピカピカセンター長）
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名

電線事業本部長

名

▽グローバル事業本部副本部長

執行役員

筒井 雅仁

東部事業本部副本部長
東部事業本部第２事業部長
▽管理本部長
管理本部リスク管理室長
▽管理本部副本部長

（リスク管理室長

執行役員

井筒 隆広

鈴鹿製作所長）
（総務部長）

久志本 敦史

（人事部長

下田 典史

兼 管理本部パブリックリレーションズ推進室長
兼 管理本部鈴鹿製作所長
▽管理本部副本部長
兼 管理本部人事部長

兼 キャリアサポートセンター長）

兼 管理本部キャリアサポートセンター長
▽管理本部総務部長

（四日市製作所長）

木下 勝善

▽管理本部法務部長

（法務部長）

平田 敦裕

▽管理本部人材開発部長

（関東人事総務部長）

川瀬 雅生

▽管理本部関東人事総務部長

（人材開発部長）

八島 崇

▽管理本部津製作所長

（津製作所長）

相松 久雄

▽生産技術本部安全環境部長

（安全環境部長）

森田 亮一

▽生産技術本部品質管理部長

（品質管理本部ＧＳ推進部長）

桂山 浩一

▽生産技術本部新領域生技開発部長

（生技開発本部新領域生技開発部長）

後藤 幸一郎

▽生産技術本部ものづくり基盤強化センター長

（生技開発本部ものづくり基盤強化センター長）

足立 宏

▽ハーネス生産本部副本部長

（ハーネス部品本部副本部長）

戸谷 国広

兼 管理本部四日市製作所長

兼 ハーネス生産本部ハーネス部品統轄部長
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▽ハーネス生産本部生産調査部長

（ハーネス生産企画本部生産調査部長）

栗原 清一

▽ハーネス生産本部グローバルピカピカセンター次長

（ハーネス生産企画本部

深田 一光

兼 ハーネス生産本部

グローバルピカピカセンター設備開発部長）

グローバルピカピカセンター設備技術部長
▽ハーネス生産本部

（ハーネス生産企画本部

グローバルピカピカセンター工法開発部長

グローバルピカピカセンター工法開発部長

兼 ハーネス生産本部

兼 ハーネス生産企画本部

生産調査部Ａプロ事業推進室長
▽ハーネス生産本部
グローバルピカピカセンター生技システム技術部長
▽ハーネス生産本部
グローバルピカピカセンター接続技術部長

仲尾 啓

生産調査部Ａプロ事業推進室長）
（ハーネス生産企画本部

葛山 智視

グローバルピカピカセンター生技システム技術部長）
（ハーネス生産企画本部

山際 正道

グローバルピカピカセンター接続技術部長）

▽ハーネス生産本部ハーネス部品統轄部生産管理部長 （ハーネス部品本部生産管理部次長）

野呂 英希

▽ハーネス生産本部ハーネス部品統轄部品質保証部長 （ハーネス部品本部品質保証部長）

根本 秀樹

兼 ハーネス生産本部生産調査部品質管理室長
▽東部事業本部ハーネス部品開発技術部長

（ハーネス部品本部開発技術統轄部東部開発技術部長）

▽兼 ハーネス生産本部生産調査部Ｅプロ事業推進室長

（兼 西部事業本部第２事業部長

伊藤 明
西部事業本部副本部長

北村 大輔

兼 ハーネス生産企画本部生産調査部Ｅプロ事業推進室長）
▽西部事業本部ハーネス部品開発企画部長

（ハーネス部品本部開発技術統轄部開発企画部長）

小林 良尚

▽西部事業本部ハーネス部品開発技術部長

（ハーネス部品本部開発技術統轄部長）

小林 孝

▽兼 西部事業本部第１事業部

西部事業本部第１事業部

開発技術統轄部第３開発設計部長

開発技術統轄部
ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発設計部長
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横井 基宏

▽西部事業本部第２事業部長

（西部事業本部第２事業部次長）

藤見 健

▽特品事業本部第１事業部

（特品事業本部第１事業部

渥美 泰

開発技術統轄部豊田開発設計部長
▽特品事業本部第１事業部
開発技術統轄部第２開発設計部長

開発技術統轄部第１開発設計部長）
（特品事業本部第１事業部

石井 知之

開発技術統轄部第２開発設計部次長）

▽兼 特品事業本部第１事業部

特品事業本部第１事業部

開発技術統轄部第１開発設計部長

平松 正重

開発技術統轄部
第３開発設計部長

▽グローバル事業本部副本部長

（福州住電装有限公司）

小池 省吾

（グローバル事業本部

日永田 孝之

兼 グローバル事業本部グローバル事業推進部長
▽グローバル事業本部
グローバル事業推進部開発技術統轄部長

グローバル事業推進部開発技術部長）

兼 グローバル事業本部グローバル事業推進部
開発技術統轄部第２開発技術室長
▽グローバル事業本部グローバル事業推進部
開発技術統轄部第１開発技術室長
▽グローバル事業本部グローバル事業推進部
開発技術統轄部第３開発技術室長

（西部事業本部第１事業部

加藤 茂雄

開発技術統轄部第３開発設計部長）
（グローバル事業本部

阿草 成洋

グローバル事業推進部開発技術部）

▽兼 電線事業本部生産統轄部

電線事業本部技師長

グローバル生産管理部長

兼 電線事業本部
生産統轄部長
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岡本 治

三重県四日市市浜田町５番２８号
住友電装株式会社
人事部長

下田 典史

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

川井 満雄

担当

植田 博之

ＴＥＬ

059-354-6205
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