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住友ゴム工業㈱(社長:山本悟)は2023年1月1日付をもって、次の通り組織改正および人事異動を実施します。

先行技術開発および商品開発の専任部門として「先行開発部」を新設する。傘下に、要素技術開発を行う「先行開発室」、プロセス開発を行う
「技術プロセス開発室」を新設する。

タイヤSCM本部 「SCMDX推進室」(新設)
データをグローバルかつ戦略的に活用推進するため、タイヤSCM本部に「SCMDX推進室」を新設する。

タイヤ直需本部 「直需渉外部」(新設)
渉外などの業務を専門とする「直需渉外部」を新設する。

経理財務本部 「決算部」「原価企画室」「経営管理部」「財務部」「プロジェクト企画室」(新設)
グループ経営基盤強化のため、「経理財務本部」を新設する。傘下に、連結財務会計などを行う「決算部」、ROIC経営推進の管理会計を統括
する「経営管理部」、財務戦略・CF経営推進などを行う「財務部」、コスト改善の施策立案・実行などを行う「原価企画室」、システム化を推進す
る「プロジェクト企画室」を新設する。

調達環境の変化に対応するため、調達・購買の機能別に組織を再編する。「調達本部」を新設し、その傘下に「原材料調達部」「資材購買部」
「戦略調達企画部」を新設する。

調達本部 「原材料調達部」「資材購買部」「戦略調達企画部」(新設)

先行開発部 「先行開発室」「技術プロセス開発室」(新設)

組織改正

品質関連の法規関連業務を行う「タイヤ認証・技術法規戦略部」を新設する。

サステナビリティ経営推進本部 「サステナビリティ推進部」「サーキュラーエコノミー推進部」「環境管理部」(新設)(移管)(名称変更)

事業環境の変化に合わせ、「CXプロジェクト推進室」
※

を新設する。
※CX ： コーポレート トランスフォーメーションの略称。

循環型ビジネス(サーキュラーエコノミー)を推進するため、「サステナビリティ経営推進本部」を新設する。傘下に、サーキュラ－エコノミ－構築
推進のための戦略立案などを行う「サーキュラーエコノミー推進部」を新設する。 また、「サステナビリティ推進本部」を「サステナビリティ推進
部」に名称変更し、「環境管理部」とともに同傘下に移管する。

2023年1月1日付組織改正および人事異動

産業品事業の経営効率化と商品開発機能を「技術部」に集約し、「商品開発室」を廃止する。

ハイブリッド事業本部 「メディカルラバービジネスチーム」「アジアメディカルラバービジネスチーム」(統合)
経営効率化と商品開発力の強化のため、「アジアメディカルラバービジネスチーム」を「メディカルラバービジネスチーム」に統合する。

ハイブリッド事業本部 「生活インフラビジネスチーム」(新設)
経営効率化と組織強化、リスク管理力の強化のため、「生活用品ビジネスチーム」「インフラビジネスチーム」を統合し、「生活インフラビジネス
チーム」を新設する。

スポーツ事業本部 「事業管理部」「事業推進部」(新設)
業務効率化等を図るため「企画業務部」を分割し、「事業管理部」と「事業推進部」を新設する。

品質保証本部「タイヤ認証・技術法規戦略部」(新設)

「CXプロジェクト推進室」(新設)

ハイブリッド事業本部 「商品開発室」(廃止)



　人事異動

旧職 氏名

経営企画部企画グループ担当部長 経営企画部長 大田 広二

経営企画部変革プロジェクト1グループ担当部長 経営企画部企画グループ課長 池内 威介

ライセンスビジネス部長 ライセンスビジネス部長 兼 経営企画部ブランドコ
ミュニケーショングループ主幹

稲別 拓也

法務部長 法務部HB・国内タイヤグループ課長 松林 明子

ブランド管理部長 知的財産部グローバル戦略グループ担当部長 片岡 千賀子

知的財産部長 知的財産部タイヤグループ担当部長 秋篠 浩二

知的財産部タイヤグループ担当部長 知的財産部タイヤグループ(構造)課長 宮本 和佳

知的財産部グローバル戦略グループ担当部長 欧州・アフリカ本部課長 津﨑 豪俊

オートモーティブシステム事業部副事業部長 兼
企画部長

タイヤ直需本部新車技術部長 中川 義規

オートモーティブシステム事業部AS第三技術部長 材料開発本部材料第一部-国内OE配合グループ担当部長 太田 武

オートモーティブシステム事業部ソリューションビジネ
ス部長

オートモーティブシステム事業部ソリューションビジ
ネス部担当部長

田原 良信

先行開発部長 兼 先行開発室長 兼 タイヤ技術本部技術
企画部主幹

タイヤ技術本部技術企画部長 山本 卓也

先行開発部技術プロセス開発室長 タイヤ技術本部技術企画部技術企画グループ課長 兼松 義明

先行開発部技術プロセス開発室デジタル設計グループ
主幹

タイヤ技術本部技術企画部担当部長 原 憲悟

産業タイヤ部長 タイヤ技術本部第六技術部長 池田 明夫

産業タイヤ部担当部長 産業タイヤ部企画管理グループ課長 兼 プロダクトサ
ポートグループ課長

森 幸宏

[品質保証本部]　　・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

タイヤ認証・技術法規戦略部長 品質保証本部品質戦略部法規認証グループ課長 田波 由里江

HB品質保証部長 ハイブリッド事業本部加古川工場製造第二課長 宮田 崇

[人事総務本部]　　・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

人事部長 人事総務本部人材開発部採用グループ課長 兼 人事部
労務・GHRグループ主査

蛭田 晋一郎

総務部長 人事総務本部人事部企画・労政グループ課長 兼 RPA推
進室企画・研修グループ課長

中西 恒彦

人材開発部長 宮崎工場人事課長 兼 総務課長、人事総務本部人材開
発部採用グループ主査、㈱SRIビジネスアソシエイツ

松本 隆由貴

秘書室長 人事総務本部秘書室長 兼 総務部長 高寄 幸久

[サステナビリティ経営推進本部] ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

サステナビリティ推進部長 サステナビリティ推進本部サステナビリティ推進グ
ループ担当部長

橋本 卓史

サーキュラーエコノミー推進部長 材料開発本部材料第四部Sustainableグループ課長 兼
材料第四部新材料、先行開発1グループ課長

石野 崇

新職
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旧職 氏名

[経理財務本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

経理財務本部長 兼 プロジェクト企画室長 経理部長 荒木 伸治

決算部長 兼 IR室長 経理部IR室長 井上 亜晴

原価企画室長 経理部原価管理グループ課長 毛利 幸敬

経営管理部長 経理部予算業績グループ課長 平野 真也

財務部長 経理部資金グループ課長 前田 圭太

[調達本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

調達本部長 兼 原材料調達部長 購買部長 鈴木 秀法

資材購買部長 購買部ゴルフ・テニス用品仕入グループ課長 角屋 眞実子

戦略調達企画部長 購買部原材料統括室主幹 光畑 康平

戦略調達企画部担当部長 購買部サプライヤーマネジメント室長 川瀬 正人

[研究開発本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

研究開発本部長 オートモーティブシステム事業部AS第三技術部長 朝倉 健

[材料開発本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

材料第一部長 材料開発本部材料第一部業務改革グループ課長 國澤 鉄也

材料第三部長 材料開発本部材料第三部プロセスグループ課長 堀口 卓也

[タイヤ技術本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

タイヤ技術本部副本部長 トヨタ自動車株式会社 井手 信彦

技術企画部長 タイヤ直需本部新車技術部第一技術グループ担当部長 吉田 憲治

第五技術部長 兼 TCDチームリーダー タイヤ技術本部第五技術部OEタイヤ設計5グループ課長 井上 清治

第五技術部担当部長 PTスミラバーインドネシア 植田 憲二

第六技術部長 タイヤ技術本部第六技術部産タ2グループ課長 吉田 知久

第二実験部長 兼 先行開発部技術プロセス開発室主幹 タイヤ技術本部第二実験部長 和田 靖男

[タイヤSCM本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

SCMDX推進室長 タイヤSCM本部生産物流企画部企画グループ 山田 清樹

生産物流企画部長 タイヤSCM本部物流部長 服部 好則

生産計画部長 タイヤSCM本部生産物流企画部長 荒井 靖之

生産計画部担当部長 タイヤSCM本部生産計画部長 朝岡 博幸

物流部長 タイヤ海外営業本部輸出業務部EAHグループ課長 森崎 伸之介

新職

3



旧職 氏名

[タイヤ生産本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

製造技術部長 タイヤ生産本部製造R&D室長 大野 利明

製造技術推進室長 人事総務本部人材開発部長 元上 文信

製造R&D室長 泉大津工場長 兼 オーツユーテライジング㈱社長 中村 明弘

製造企画部長 タイヤ生産本部製造技術推進室長 大平 准司

白河工場長 タイヤ技術本部第五技術部担当部長 河合 亨

泉大津工場長 兼 オーツユーテライジング㈱社長 スミトモラバー(タイランド) 鷲谷 公作

宮崎工場長 タイヤ生産本部製造技術部長 小原 圭

[タイヤ国内リプレイス営業本部]　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

ソリューション営業部長 ダンロップタイヤ九州㈱社長 冨田 正也

[タイヤ海外営業本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

販売企画部長 兼 経営企画部企画グループ主幹 タイヤ海外営業本部販売第一部長 小笠原 正晴

輸出業務部長 タイヤ海外営業本部販売企画部長 兼 輸出業務部長 馬場 英久

販売第一部長 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 中島 弘達

[タイヤ直需本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

直需渉外部長 産業タイヤ部長 原田 充博

直需渉外部OEM協力会運営グループ担当部長 タイヤ直需本部直需企画部課長 山下 太

直需渉外部OEM協力会運営グループ担当部長 タイヤ直需本部直需企画部課長 津田 訓

新車技術部長 タイヤ技術本部第五技術部長 兼 TCDチームリーダー 松山 武彦

新車技術部第一技術グループ担当部長 タイヤ直需本部新車技術部第一技術グループ課長 永原 直哉

[スポーツ事業本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

事業管理部長 スポーツ事業本部企画業務部関係会社管理グループ担
当部長

川﨑 啓誉

事業推進部長 スポーツ事業本部企画業務部事業戦略・業務グループ
担当部長

道幸 康隆

事業推進部主幹 ㈱ダンロップホームプロダクツ社長 西山 和成

事業推進部業務グループ主幹 スポーツ事業本部企画業務部事業戦略・業務グループ
主幹

天満 正人

新職
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旧職 氏名

[ハイブリッド事業本部]　　・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・

企画部長 ハイブリッド事業本部ファインラバービジネスチーム
リーダー

奥山 英之

制振ビジネスチーム部長 ハイブリッド事業本部制振ビジネスチーム主幹 所 健

ファインラバービジネスチーム部長 スミラバーベトナム社長 峯 章弘

メディカルラバービジネスチーム部長 ハイブリッド事業本部アジアメディカルラバービジネ
スチームリーダー

田中 克往

生活インフラビジネスチーム部長 原材料統括室長 田畑 浩二

加古川工場長 兼 ハイブリッド事業本部担当部長(生産
統括担当)

ハイブリッド事業本部加古川工場長 小園 泰史

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・

ダンロップタイヤ北海道㈱社長 ダンロップタイヤ中国㈱社長 稲井 利行

ダンロップタイヤ中部㈱社長 ダンロップタイヤ四国㈱社長 西岡 隆

ダンロップタイヤ中国㈱社長 ダンロップタイヤ中部㈱社長 野口 和彦

ダンロップタイヤ四国㈱社長 ダンロップタイヤ関東㈱ 毒島 丈仁

ダンロップタイヤ九州㈱社長 タイヤ国内リプレイス営業本部ソリューション営業
部長

村本 徳

SRIロジスティクス㈱社長 宮崎工場長 安井 一男

㈱ダンロップホームプロダクツ社長 ハイブリッド事業本部メディカルラバービジネスチー
ムリーダー

政岡 憲

住友橡膠(中国)有限公司 兼 鄧禄普輪胎銷售有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            ダンロップタイヤハンバイ

住友橡膠(中国)有限公司 兼 鄧禄普輪胎銷售有限公司

総経理

徳毛 裕司

住友橡膠(中国)有限公司 兼 鄧禄普輪胎銷售有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ダンロップタイヤハンバイ

総経理

住友橡膠(中国)有限公司 兼 鄧禄普輪胎銷售有限公司 宮川 義宏

スミトモラバー(タイランド)社長 兼 スミラバータイ
イースタンコーポレーション社長

スミトモラバー(タイランド) 岩根 稔

スミトモラバー(タイランド) タイヤ生産本部製造企画部長 兼松 尚興

ダンロップタイヤ(タイランド)社長 ダンロップタイヤ中央㈱ 田中 隆博

ダンロップテックマネージングディレクター オートモーティブシステム事業部副事業部長 兼 企画
部長

西森 浩一

スミラバーベトナム社長 ハイブリッド事業本部ファインラバービジネスチーム
技術1グループ課長

里吉 直之

ロンストロフ AG会長 スポーツ事業本部企画業務部長 旭野 昌宏

以上
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