
2007 年 3 月 29 日 

 

組織改正並びに役員の職務変更と人事異動について 

 

いすゞ自動車(株)は、４月１日付で下記の通り、組織改正、役員の昇格および職務変更、

人事異動を行いますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

組織改正のポイント 
 

 

当社は、以下を主眼に組織改正を実施する。 

・ 海外事業の拡大及びパワートレイン事業の強化、並びに国内販売事業の収益体質強化

を目的とした組織改定を実施。 

・ 上記に加え、マネジメントのスピードアップを図るため、本部制を廃止しフラットな

組織体制とする。併せて一部門を新設し、その他部門の統廃合を行う。 

 

主要な組織改正内容は以下の通り。 

（１）部門組織の変更 

・ 内部監査機能強化を目的に「監査部門」を新設する。 

・ マネジメントのシンプル化を目的に「海外事業部門」と「海外営業部門」及び「国内

事業部門」と「国内営業部門」及び「開発第一部門」と「開発第二部門」を統合す

る。 

（２）部組織の変更 

・ 「内部監査部」を新設する。 

・ 品質保証部門内に「市場品質改善部」を設置し、現「市場品質プロジェクトチーム」

機能を移管する。 

・ 「北米事業部」に現「ＧＭプロジェクト部」機能を集約する。 

・ 「国内事業推進部」・「国内事業管理部」を「営業企画部」に集約し、「国内営業企

画部」を設立する。 

・ 「法人営業部」並びに「バス営業部」を「法人営業第一部」/「法人営業第二部」に改

称する。 



・ 「海外営業管理部」を「海外事業推進部」に改称する。 

・ 「海外営業第一部」「海外営業第二部」「海外営業第三部」に加え「海外営業第四

部」を新設する。 

・ 「ＰＴ事業推進部」を新設する。 

・ 「購買業務部」に「調達管理部」機能を集約する。 

・ 「海外 CV 製品企画・設計部」を新設する。 

・ 「PT 製品企画・設計部」を「ＰＴ製品企画・設計第一部」と「ＰＴ製品企画・設計第

二部」に分割する。 

・ 「ＰＴ製造第一部（栃木）」機能の一部を分割し、「ＰＴ製造第二部（栃木）」を新

設する。 

・ 「PT 製造第二部（藤沢）」を「PT 製造第三部（藤沢）」に改称する。 

・ 「生産技術企画部」を「グローバル生産技術企画部」に改称する。 

・ 「車両部品技術部」と「ＰＴ部品技術部」を統合し、「要素技術部」とする。 

 

なお、以上の組織改正に伴なう部レベルの数は、７９部から８０部へ１部増加する。 

 

【4 月 1 日付取締役の異動】 

新職務 現職務 氏名 

取締役副社長 

社長補佐 

取締役副社長 

管理本部長 営業本部 海外事業部

門統括 

細井 行 

取締役副社長 

社長補佐 

取締役副社長 

営業本部長 商品企画部門分掌 

鈴木 浩 

取締役副社長* 

社長補佐 

取締役副社長 

技術本部長 品質保証部門分掌 

当麻 茂樹 

取締役 兼上席執行役員 

管理部門、ＰＴ事業部門統括 

取締役 兼上席執行役員 

営業本部 国内事業部門、PT 事業

部門統括 

海外ＣＶ拡販プロジェクト統括 

国内事業部門 国内事業管理部、 

国内事業推進部執行担当 

河 
 

 英三 
 



取締役 兼上席執行役員 

海外営業部門統括 

取締役 兼上席執行役員 

営業本部 海外営業部門統括 

新谷 剛郎 

取締役 兼上席執行役員 

購買部門統括 

取締役 兼上席執行役員 

技術本部 購買部門統括 

只木 可弘 

取締役 兼上席執行役員 

開発部門統括 

取締役 兼上席執行役員 

技術本部長代行 商品企画部門統括 

月岡 良三 

取締役 兼上席執行役員 

生産部門統括 

取締役 兼上席執行役員 

技術本部 生産部門統括 

堤 直敏 

取締役 兼上席執行役員 

欧州現地事業統括 

取締役 兼上席執行役員 名達 博吉 

取締役 兼上席執行役員 取締役 兼上席執行役員 

管理本部 管理部門統括 

木内 資雄 

 

*取締役副社長 当麻茂樹は 4 月 1 日付で、いすゞネットワーク（株）取締役社長に就任

し兼務する。 

 

【4 月 1 日付執行役員の異動】 

新職務 現職務 氏名 

上席執行役員 

監査部門、品質保証部門統括 

上席執行役員 

LＣＶ－ＶＬＥ（ライト コマーシ

ャル ビークル ビークル ライン 

エグゼクティブ） 

山田 勉 

上席執行役員 

商品企画部門、国内営業部門統括 

上席執行役員 

技術本部 開発第一部門統括 デザ

インセンター、 

ＣＶ製品企画・設計第一部、 

ＣＶ製品企画・設計第二部、 

LCV 製品企画・設計部執行担当 

篠原 彰 

上席執行役員 

国内営業部門統括代行 

執行役員 

営業本部 国内営業部門統括 

成松 幸男 

上席執行役員 

購買部門統括代行 

上席執行役員 

技術本部 購買部門 購買業務部、

清水 康昭 



調達管理部、 

購買コスト管理部執行担当 

上席執行役員 

開発部門統括代行 

上席執行役員 

技術本部 開発第二部門統括 

浦田 隆 

上席執行役員 

ＣＶ－ＶＬＥ（コマーシャル ビー

クル ビークル ライン エグゼクテ

ィブ） 

執行役員 

ＣＶ（小型/中型）－ＶＬＥ（コマ

ーシャル ビークル ビークル ライ

ン エグゼクティブ） 

清水 和治 

上席執行役員 

購買部門 調達第一部、調達第二

部、 

調達第三部、調達第四部執行担当 

執行役員 

技術本部 購買部門 調達第一部、

調達第二部、 

調達第三部、調達第四部執行担当 

小澤 孝文 

上席執行役員 

開発部門 ＰＴ製品企画・設計第一

部、 

ＰＴ製品企画・設計第二部、 

駆動製品企画・設計部執行担当 

執行役員 

技術本部 開発第二部門 PT 製品企

画・設計部、 

駆動製品企画・設計部執行担当 

小田嶋 勝 

執行役員 

企画・財務部門統括 

執行役員 

管理本部 企画・財務部門統括 

片山 正則 

執行役員 

営業サポート部門統括 

執行役員 

営業本部 国内事業部門 ソフトビ

ジネス推進部、 

架装推進部執行担当 

中川 邦治 

執行役員 

LＣＶ－ＶＬＥ（ライト コマーシ

ャル ビークル ビークル ライン 

エグゼクティブ） 

開発第一部門 ＬＣＶ製品企画・設

計部長 

加藤 祐三 

執行役員 

中国現地事業統括 

管理部門 法務・知的財産部執行担

当 

海外営業部門 中国事業部執行担当 

中国現地事業統括 兼管理部門 

法務・知的財産部執行担当 

兼海外事業部門 中国事業部執行担

当 

大山 浩 



執行役員 

企画・財務部門 経営企画部、事業

推進部、 

広報部執行担当 

企画・財務部門 経営企画部、事業

推進部、 

広報部執行担当 

袴田 直人 

執行役員 

管理部門 総務人事部、いすゞ病

院、 

システム企画部執行担当 

管理部門 総務人事部、いすゞ病

院、 

システム企画部執行担当 

原田 理志 

執行役員 

海外営業部門 北米事業部、 

アセアン事業部執行担当 

執行役員 

商品企画部門 ＧＭプロジェクト

部、 

営業本部 海外事業部門 

北米事業部、アセアン事業部執行

担当 

伊藤 一彦 

執行役員 

海外営業部門 海外事業推進部、 

海外営業第一部、海外営業第二部

執行担当 

いすゞフィリピンコーポレーショ

ン 取締役社長 

小村 嘉文 

執行役員 

ＰＴ事業部門 ＰＴ事業部、ＰＴ事

業推進部執行担当 

執行役員 

営業本部 PT 事業部門 PT 事業

部、 

海外営業部門 海外営業管理部、 

海外営業第一部執行担当 

徳永 俊一 

執行役員 

開発部門 デザインセンター、 

ＣＶ製品企画・設計第一部、 

ＣＶ製品企画・設計第二部、 

海外ＣＶ製品企画・設計部、 

ＬＣＶ製品企画・設計部執行担当 

執行役員 

技術本部 開発第一部門 車両設計

第二部、 

車両設計第三部、車両設計第四

部、 

電装・制御開発部執行担当 

永井 克昌 

執行役員 

開発部門 車両設計第二部、車両設

計第三部、 

車両設計第四部、電装・制御開発

部執行担当 

ＣＶ(大型/バス）-VLE（コマーシ

ャル ビークル ビークル ライン 

エグゼクティブ） 

馬場 健吾 



執行役員 

生産部門 車両工務部、車両製造

部、 

車体製造部、車両品質管理部執行

担当 

執行役員 

技術本部 生産部門 車両工務部、

車両製造部、 

車体製造部、車両品質管理部執行

担当 

佐々木 誠 

執行役員 

生産部門 グローバル生産技術企画

部、 

車両技術部、ＰＴ技術部、要素技

術部執行担当 

ＤＭＡＸ Ｌｔｄ(ディーマックス 

リミテッド）取締役社長 

水谷 春樹 

 

 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務（就任予定） 現職務 氏名 

いすゞエンジニアリング（株）取

締役社長 

上席執行役員 

品質保証部門統括 

中森 滋治 

ジェイ・バス（株）顧問 

（6 月下旬のジェイ・バス（株）株

主総会後に 

代表取締役副社長に就任） 

上席執行役員 

営業本部 営業サポート部門統括 

柴田 計 

生産部門統括代行 上席執行役員 

技術本部 生産部門 PT 工務部、 

PT 製造第一部、PT 製造第二部、 

PT 製造第四部、PT 品質管理部執

行担当 

安西 藤雄 

アセアン事業部付 執行役員 

管理本部 企画・財務部門統括付 

松尾 賢二 

 

 

6 月下旬株主総会後の役員の異動 

【取締役の異動】 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

代表取締役会長 代表取締役社長 井田 義則 

代表取締役社長 取締役副社長 細井 行 



取締役副社長 取締役 兼上席執行役員 新谷 剛郎 

取締役副社長 取締役 兼上席執行役員 只木 可弘 

取締役副社長 取締役 兼上席執行役員 堤 直敏 

取締役 

いすゞネットワーク(株）取締役社

長 

取締役副社長 当麻 茂樹 

 

 

【取締役の新任候補及び退任候補】 

[新任候補] 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

取締役 兼上席執行役員 執行役員 片山 正則 

取締役 兼上席執行役員 上席執行役員 篠原 彰 

取締役 兼上席執行役員 上席執行役員 清水 康昭 
 

 

[退任候補] 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

自動車部品工業（株）代表取締役

会長 

取締役副社長 鈴木 浩 

上席執行役員 取締役 兼上席執行役員 名達 博吉 

常勤監査役 取締役 兼上席執行役員 木内 資雄 
 

 

【監査役の新任候補及び退任候補】 

[新任候補] 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

常勤監査役 取締役 兼上席執行役員 木内 資雄 
 

 

[新任候補] 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

いすゞエステート（株） 常勤監査

役 

常勤監査役 上家 道夫 

 



 

・執行担当クラス 

新職務 旧職務 氏名 

内部監査部、コンプライアンス推

進部執行担当 

泰国いすゞ自動車（株） 秋山 敏明 

品質保証部、市場サービス部、市

場品質改善部 執行担当 

品質保証部、市場サービス部執行

担当 

中村 隆二 

経理部、財務部執行担当 兼財務部

長 

財務部長 藤森 正之 

国内営業企画部、国内営業部執行

担当 

国内事業管理部長 兼国内事業推進

部長 

坂本 浩一 

法人営業第一部、法人営業第二部

執行担当 

兼ソフトビジネス推進部、架装推

進部執行担当 

バス営業部、法人営業部執行担当 

兼バス営業部長 

堺 裕善 

海外営業第三部、海外営業第四部

執行担当 

兼海外営業第三部長 

海外営業第二部、海外営業第三部

執行担当 

飯田 健二 

サービスマーケティング部、部品

事業部執行担当 

部品事業部長 羽田 祐彦 

購買業務部、購買コスト管理部執

行担当 

泰国いすゞ自動車（株） 菊池 隆 

開発技術企画部、CAE・システム

推進部、法規・認証部執行担当 兼

開発技術企画部長 

開発技術企画部、CAE・システム

推進部、 

法規・認証部執行担当 

細矢 明宏 

ＰＴ工務部、ＰＴ製造第一部、Ｐ

Ｔ製造第二部、 

ＰＴ製造第三部、ＰＴ製造第四

部、ＰＴ品質管理部執行担当 

泰国エンジン製造（株） 田中 誠人 

 

 

 

 



・部長クラス 

新職務 旧職務 氏名 

内部監査部長 管理部門統括付 大江 清一 

市場品質改善部長 市場品質プロジェクトチームリーダ

ー 

森 直樹 

原価企画部長 原価企画部グループリーダー 三枝 峰夫 

国内営業企画部長 営業企画部長 橋本 秀樹 

法人営業第一部長 法人営業部長 海老根 健一 

法人営業第二部長 法人営業部グループリーダー 岸 信純 

北米事業部長 ＧＭプロジェクト部長 依田 公一 

海外事業推進部長 海外営業管理部長 南 真介 

海外営業第二部長 海外営業管理部グループリーダー 八下田 光輝 

海外営業第四部長 海外営業第二部長 山崎 亮司 

パワートレイン事業推進部長 五十鈴（上海）技貿実業有限公司 増田 陽一 

部品事業部長 部品事業部グループリーダー 越智 寛 

架装推進部長 いすゞ自動車中国（株） 鈴木 勉 

生販流通管理部長 生販流通管理部グループリーダー 福村 嗣夫 

購買業務部長 調達第一部長 林 修一 

調達第一部長 調達第三部グループリーダー 藤倉 諭 

調達第三部長 購買コスト管理部シニア・スタッフ 村田 貢 

ＣＶ製品企画・設計第二部長 ＣＶ製品企画・設計第二部チーフエ

ンジニア 

山本 悦夫 

海外ＣＶ製品企画・設計部長 開発第一部門シニア・スタッフ 西坂 宏史 

ＬＣＶ製品企画・設計部長 開発技術企画部部長 丸山 公顧 

車両設計第四部長 開発第一部門シニア・スタッフ 中林 芳博 

電装・制御開発部長 プログラムマネジメント部プログラ

ムマネージャー 

宮島 俊朗 



メカニックセンター部長 コンプライアンス推進部グループリ

ーダー 

酒井 章安 

ＰＴ製品企画・設計第一部長 ＰＴ製品企画・設計部長 直喜 眞 

ＰＴ製品企画・設計第二部長 企画・財務部門シニア・スタッフ 前當 孝夫 

エンジン装置設計第一部長 ＰＴ製品企画・設計部チーフエンジ

ニア 

斉藤 二郎 

ＰＴ製造第二部長 ＩＭＳＡ（ＤＭＡＸ） 阿部 恒郎 

ＰＴ製造第三部長 ＰＴ製造第二部長 進藤 直 

グローバル生産技術企画部長 生産技術・企画部長 三浦 宏康 

要素技術部長 ＰＴ部品技術部長 小池 誠也 
 

 

以上 

 


