
2002 年 10 月 25 日 

 

組織改正と役員の異動及び人事異動について 

 

いすゞ自動車(株)は１１月 1 日付で下記の通り、組織改正と役員の異動及び人事異動を行

ないますので、お知らせいたします。 

記 

組織改正及び人事異動のポイ

ント 
 

 

当社は、新 3 カ年計画達成のため、以下を主眼に組織改正を実施した。 

 

１．「新 3 カ年計画」の推進体制整備 ： 事業計画・推進課題の進捗管理機能の強化。 

 ： 企画財務部門に「新 3 カ年計画」をクロスファ

ンクショナルに推進管理する機能を追加。 

 ： 連結事業マネージメント体制の強化。 

２．執行責任・体制の明確化 ： 『管理本部』を新設し、営業本部、技術本部の

間接管理業務を移管して、本来機能の明確化を

図る。 

３．組織のスリム化 ： 管理スパンの見直しと重複・類似機能の集約に

よる組織の効率化及び最適化を図る。 

以上の結果、室・部レベルの組織は従来の１１７部より４７部減少し、７０部となった。 

１１月１日付役員の職務変更 
 

 

【取締役の職務変更】 

新職務 旧職務 氏名 

取締役副社長 兼執行役員 

技術本部長 商品企画部門分掌 

取締役副社長 兼執行役員 

技術本部長 プログラムマネジ

メント室統括 

ランドール Ｊ. シュワ

ルツ 

常務取締役 兼執行役員 

営業本部長付 

常務取締役 兼執行役員 

営業本部 営業企画部門統括 

望月 義人 



営業本部 サービスマーケティ

ング部、 

部品事業部、営業業務部、 

営業推進部執行担当 

取締役 兼執行役員 

品質保証部門、商品企画部門

統括 

取締役 兼執行役員 

社長室、品質保証室統括 兼社

長室長 

鈴木 浩 

取締役 兼執行役員 

管理本部 企画・財務部門統括

付 

取締役 兼執行役員 

企画・財務部門統括代行 

ブライアン Ｐ. マクド

ナルド 

取締役 兼執行役員 

管理本部 企画・財務部門 経

営企画部、事業推進部、企業

管理部執行担当 兼事業推進部

長 

取締役 兼執行役員 

企画・財務部門 事業企画室長 

細井 行 

取締役 兼執行役員 

管理本部 管理部門統括 

取締役 兼執行役員 

管理部門統括 

木内 資雄 

 

 

【役員の辞任】 

専務取締役 兼執行役員 高山 忠臣は、10 月 25 日を以って辞任致します。 

（いすゞシステムサービス株式会社 取締役会長に就任予定。） 

 

 

１１月１日付執行役員の職務

変更 
 

 

【執行役員の職務変更】 

新職務 旧職務 氏名 

上席執行役員 

営業本部長付 

上席執行役員 

社長室 バス統合準備部長 

宮崎 吾郎 

上席執行役員 

営業本部 国内営業部、バス営

上席執行役員 

営業本部 販売部門 営業第一

室、 

仰木 隆一 



業部、 

法人営業部執行担当 

サービス・部品室統括 兼営業

第一室長 

上席執行役員 

営業本部 車両パワートレイン

部、 

産業パワートレイン部執行担

当 

上席執行役員 

営業本部 販売部門 パワート

レイン営業室統括 

松島 稔 

執行役員 

管理本部 企画・財務部門統括

付 

執行役員 

企画・財務部門 財務管理室長 

山口 耕二 

執行役員 

営業本部 海外営業第一部、 

海外営業第二部、海外営業第

三部、 

協業推進部執行担当 

執行役員 

営業本部 販売部門 営業第二

室、 

営業第三室統括 

内海 純 

執行役員 

技術本部 購買部門統括 

執行役員 

技術本部 購買部門 資材調達

室長 

真島 裕夫 

執行役員 

技術本部 開発部門 

パワートレイン製品企画・設

計部、 

エンジン装置設計第一部、エ

ンジン装置設計第二部、エン

ジン実験部、エンジン電子制

御開発部、駆動設計部執行担

当 

執行役員 

技術本部 開発部門 パワート

レイン開発室長 

浦田 隆 

執行役員 

技術本部 生産部門 車両工務

部、CV 製造第一部、CV 製造

第二部、CV 製造第三部、LCV

製造部、車両生産準備部、車

両品質管理部、車両技術部、

車両部品技術部執行担当 

執行役員 

技術本部 生産部門 車両生産

室長 

松尾 忠治 



執行役員 

技術本部 生産部門 パワート

レイン工務部、 

パワートレイン製造第一部、 

パワートレイン製造第二部、 

パワートレイン製造第三部、 

パワートレイン品質・生産準

備部、 

パワートレイン技術部、 

パワートレイン部品技術部執

行担当 

執行役員 

技術本部 生産部門 パワート

レイン生産室長 

安西 藤雄 

 

 

 

１１月１日付人事異動 
 

 

【部長クラス】 

新職務 旧職務 氏名 

品質保証部長 品質保証室長 中森 滋治 

市場サービス部長 サービス・部品室市場技術部

長 

高橋 弘行 

経営企画部長 事業企画室経営企画部長 宮崎 健司 

企業管理部長 サービス・部品室長 袴田 直人 

経理部、資金部執行担当 営業企画室長 満崎 周夫 

経理部長 いすゞ保険サービス（株） 鈴木 英男 

資金部長 営業企画室事業管理部長 松本 雅明 

秘書部長 社長室秘書部長 村田 正行 

広報部長 社長室広報部長 小屋畑 廣美 

生販流通管理部長 生販流通室生産管理部長 三井 宏基 

プログラムマネジメント部長 プログラムマネジメント室長 大岡 信一 

原価企画部長 プログラムマネジメント室原

価企画部長 

早川 崇 



国内営業部長 営業第一室国内営業第一部長 石川 哲朗 

バス営業部長 営業第一室国内営業第二部長 今野 岳郎 

法人営業部長 営業第一室法人営業第二部長 山本 龍治 

海外営業第一部長 事業企画室事業推進部長 川原 誠 

海外営業第二部長 営業第二室アセアン営業部長 竹田 啓治 

海外営業第三部長 営業第三室北米営業部長 斉藤 誠 

協業推進部長 営業第二室長 里見 俊一 

車両パワートレイン部長 パワートレイン営業室パワー

トレイン企画部長 

小村 嘉文 

産業パワートレイン部長 パワートレイン営業室産業パ

ワートレイン部長 

青木 幸生 

サービスマーケティング部長 サービス・部品室企画・技術

情報部長 

菅原 浩明 

部品事業部長 サービス・部品室部品業務部

長 

片山 洋治 

営業業務部長 営業企画室営業業務部長 星野 廣巳 

営業推進部長 マーケティング室長 中川 邦治 

購買業務第一部長 資材調達室調達第一部長 高石 祐一郎 

購買業務第二部長 資材調達室シニア・スタッフ 井内 良孝 

調達管理部長 資材調達室調達管理部長 伊藤 一彦 

調達第一部長 ゼネラルモータース アジア

パシフィックＬＴＤ． 

林 修一 

調達第二部長 購買管理室シニア・スタッフ 菊池 康史 

調達第三部長 資材調達室調達第二部長 都築 成夫 

調達第四部長 資材調達室調達第四部長 後藤 浩二 

開発技術企画部長 開発統括室長 小林 正利 

開発プロジェクト部長 開発統括室開発プロジェクト

部長 

畑 輝久男 



ＣＡＥ・技術システム推進部

長 

開発統括室ＣＡＥ推進部長 本間 友 

審査部長 開発統括室審査部長 高橋 信一 

デザインセンター部長 デザインセンター室長 本多 卓夫 

ＣＶ製品企画・設計部長 ＣＶ製品企画・設計室長 山田 勉 

ＬＣＶ製品企画・設計部長 ＬＣＶ製品企画・設計室長 清水 和治 

車両設計第一部長 車両開発室長 月岡 良三 

車両設計第二部長 車両開発室ＣＶ設計第二部長 永井 克昌 

車両設計第三部長 車両開発室キャブ・車体設計

部長 

森 直樹 

電装・制御開発部長 車両開発室車両制御開発部長 中林 芳博 

車両研究実験部長 車両開発室電装設計部長 大亀 邦生 

パワートレイン製品企画・設

計部長 

パワートレイン製品企画・設

計室長 

加賀 聡 

エンジン装置設計第一部長 パワートレイン開発室エンジ

ン装置設計第一部長 

宇野 浩 

エンジン装置設計第二部長 パワートレイン開発室エンジ

ン装置設計第二部長 

木村 隆之 

エンジン実験部長 パワートレイン開発室エンジ

ン実験第一部長 

田代 欣久 

エンジン電子制御開発部長 パワートレイン開発室エンジ

ン電子制御開発部長 

玉井 秀文 

駆動設計部長 パワートレイン開発室駆動設

計部長 

安西 毅芳 

車両工務部長 生販流通室長 片山 正則 

ＣＶ製造第一部長 車両生産室車両組立第一部長 北島 巌 

ＣＶ製造第二部長 車両生産室車体艤装部長 前原 安成 

ＣＶ製造第三部長 車両生産室車体組立部長 三浦 宏康 

ＬＣＶ製造部長 車両生産室車両組立第三部長 大里 晃 



車両生産準備部長 生産管理室長 宮武 良行 

車両品質管理部長 生産管理室品質管理部長 上原 敏裕 

車両技術部長 生産技術室車両技術第一部長 本木 潤 

車両部品技術部長 生産技術室車両技術第二部長 辰巳 佳久 

パワートレイン工務部長 生産管理室工務部長 田中 誠人 

パワートレイン製造第一部長 パワートレイン生産室パワー

トレイン第一部長 

伊藤 正敏 

パワートレイン製造第二部長 パワートレイン生産室パワー

トレイン第二部長 

池田 寛 

パワートレイン製造第三部長 パワートレイン生産室パワー

トレイン第三部長 

中山 秀 

パワートレイン品質・生産準

備部長 

生産技術室長 水谷 春樹 

パワートレイン技術部長 生産技術室パワートレイン技

術第一部長 

今村 雅博 

パワートレイン部品技術部長 生産技術室パワートレイン技

術第二部長 

小池 誠也 

 

 


