
2008 年 3 月 31 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。 

・ 新中計の課題/目標達成に向けた「事業構造の変化」に対応するため、組織改定を実施

する。 

・ また中計達成に求められる業務品質/効率の向上を目的に、「業務プロセスの改善」に

視点を置いた組織改定を実施する。 

 

１． 変更内容 

（１）部門組織の変更 

1． 商品市場戦略と経営/事業戦略の連動性強化を目的に「商品企画部門」機能を 各部

門に再配置する。 

2． バス事業強化のため「バス事業部門」を新設する。 

（２）部組織の変更 

1． 品質保証部門 

  ・ 「市場サービス部」を「海外サービス部」、「国内サービス部」に機能分離す

る。 

2． 企画財務部門 

  ・ 「プログラムマネジメント部」、「システム企画部」を移設する。 

  ・ 「ＢＰＲ推進部」（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）を新設する。 

3． 管理部門 

  ・ 「環境推進部」を新設する。 

  ・ 「法務・知的財産部」を「法務部」、「知的財産部」に機能分離する。 



4． 国内営業本部/国内営業部門 

  ・ 「商品・架装政策部」を新設する。 

  ・ 「バス事業部」を新設する。 

5． 国内営業本部/営業サポート部門 

  ・ 「部品事業部」を「部品事業第一部」と「部品事業第二部」に機能分離する。 

6． 海外営業本部/海外第一・第二・第三営業部門 

  ・ 「海外営業サポート部」を新設する。 

  ・ 海外営業機能を一部新設する。また改定後の各部の担当地域は以下の通りとす

る。 

    「海外営業第一部」・・・中南米 

    「海外営業第二部」・・・欧州/トルコ/オセアニア 

    「海外営業第三部」・・・中近東/アフリカ 

    「海外営業第四部」・・・北米 

    「海外営業第五部」・・・アセアン 

    「海外営業第六部」・・・中国 

    「海外営業第七部」・・・香港/台湾他 

    「海外営業第八部」・・・西南アジア 

    「海外営業第九部」・・・ロシア/ＣＩＳ 

7． 購買部門 

  ・ 「購買管理部」を新設する。 

  ・ 「原価企画部」を移設する。 

8． 開発部門 

  ・ 「商品企画統括部」を新設する。 

  ・ 「バス商品企画・設計部」を新設する。 

 

なお、以上の組織改正に伴う部レベルの数は、８２部から９２部へ１０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 

海外営業本部長 

取締役副社長 

海外営業本部長海外第一営業部門

統括 

新谷 剛郎 

（株）いすゞ中央研究所 社長 取締役 兼上席執行役員 

商品企画部門、国内営業本部 国内

営業部門統括 

篠原 彰 

 

 

【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 品質

保証部執行担当 

上席執行役員 

監査部門、品質保証部門統括 

山田 勉 

上席執行役員 

国内営業本部 国内営業部門統括 

上席執行役員 

国内営業本部 国内営業部門統括代

行 

成松 幸男 

上席執行役員 

国内営業本部 営業サポート部門統

括 

慶鈴汽車有限公司 執行董事 兼 総

経理 

宮武 良行 

上席執行役員 

海外営業本部 海外第二営業部門統

括 

上席執行役員 

アセアン現地事業統括 

里見 俊一 

上席執行役員 

海外営業本部 海外第二営業部門統

括付 

上席執行役員 

企画・財務部門統括付 

佐々木 敏夫 

上席執行役員 

開発部門統括代行 

ＰＴ商品企画・設計第二部執行担

当 

上席執行役員 

開発部門統括代行 

浦田 隆 

上席執行役員 

開発部門 中型／小型統括ＣＥ 

上席執行役員 

ＣＶ－ＶＬＥ（コマーシャル ビー

清水 和治 



ＣＶ商品企画・設計第二部、 

海外ＣＶ商品企画・設計部執行担

当 

クルビークル ライン エグゼクテ

ィブ） 

上席執行役員 

開発部門 ＰＴ商品企画・設計第一

部執行担当  

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 

小田嶋 勝 

執行役員 

国内営業本部 バス事業部門統括 

いすゞ自動車南九州（株） 社長 今野 岳郎 

執行役員 

海外営業本部 海外第一営業部門統

括 

執行役員 

海外営業本部 海外第二営業部門統

括海外事業推進部、海外営業第一

部、海外営業第二部、海外営業第

三部執行担当 

小村 嘉文 

執行役員 

開発部門 大型／バス統括ＣＥ 

ＣＶ商品企画・設計第一部、バス

商品企画・設計部執行担当 

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 

馬場 健吾 

執行役員 

開発部門 ＬＣＶ統括ＣＥ 

ＬＣＶ商品企画・設計部執行担当 

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） 

加藤 祐三 

執行役員 

アセアン現地事業統括 

執行役員 

海外営業本部 海外第一営業部門 

北米事業部、アセアン事業部執行

担当 兼 北米事業部長 

伊藤 一彦 

執行役員 

中国現地事業統括  

執行役員 

中国現地事業統括 管理部門 法

務・知的財産部、海外営業本部 海

外第一営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 事業推進部、プロ

グラムマネジメント部、広報部、

海外営業本部 海外第二営業部門海

外営業第六部、海外営業第七部執

行担当 

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 

袴田 直人 

執行役員 

管理部門 総務人事部、いすゞ病

院、環境推進部、海外営業本部 海

外第一営業部門 海外事業推進部、

海外営業サポート部執行担当 

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 

原田 理志 

執行役員 

国内営業本部 国内営業部門商品・

架装政策部、法人営業部、バス事

業部門 バス事業部執行担当 

国内営業本部 国内営業部門法人営

業第一部、法人営業第二部執行担

当兼 営業サポート部門 ソフトビ

ジネス推進部、架装推進部執行担

当 

堺 裕善 

執行役員 

開発部門 商品企画統括部、デザイ

ンセンター、駆動商品企画・設計

部執行担当 

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 

永井 克昌 

 

 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務（就任予定） 現職務 氏名 

いすゞ自動車近畿（株） 社長 執行役員 

国内営業本部 営業サポート部門統

括 

中川 邦治 

 

 

6 月下旬株主総会後の役員の異動 

【取締役の新任候補】 

[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 上席執行役員 里見 俊一 
 

 

・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 

コンプライアンス推進部長 佐藤 公彦 

国内サービス部．海外サービス

部．市場品質改善部 

執行担当 

市場品質改善部長 森 直樹 

経営企画部．財務部．経理部執行

担当 

経営企画部長 宮崎 健司 

システム企画部．ＢＰＲ推進部執

行担当 

兼原価企画部執行担当 

営業業務部．生販流通管理部執行

担当 

三井 宏基 

法務部．知的財産部執行担当 

兼法務部長 

法務・知的財産部長 小柳 敏雄 

サービスマーケティング部．ソフ

トビジネス推進部 

執行担当 

いすゞ自動車東海（株） 井門 裕幸 

部品事業第一部．部品事業第二部

執行担当 

サービスマーケティング部．部品

事業部執行担当 

羽田 祐彦 

営業業務部．生販流通管理部執行

担当 

車両工務部長 上原 敏裕 

海外営業第二部．海外営業第三部

執行担当 

経理部．財務部執行担当 兼財務

部長 

藤森 正之 

海外営業第四部執行担当 兼海外

営業第一部執行担当 

アセアン事業部長 高祖 肇 

海外営業第五部執行担当 購買業務部．購買コスト管理部執

行担当 

菊池 隆 



海外営業第八部．海外営業第九部

執行担当 

プログラムマネジメント部．原価

企画部執行担当兼海外営業第四

部．海外営業第五部執行担当 

前垣 圭一郎 

購買管理部．購買業務部．購買コ

スト管理部 

執行担当 

ジーエムアイ・ディーゼル・エン

ジニアリング（株） 

谷重 晴康 

開発技術企画部,ＣＡＥ・システム

推進部,法規・認証部執行担当 

車両研究実験部,,審査部,試作部,メ

カニックセンター 

執行担当 

高橋 信一 

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 

車両設計第四部長  中林 芳博 

車両研究実験部,審査部,試作部,メカ

ニックセンター 

執行担当 

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 

細矢 明宏 

ＰＴ工務部,ＰＴ製造第一部,ＰＴ製

造第二部, 

ＰＴ製造第三部,ＰＴ製造第四部,Ｐ

Ｔ品質管理部 

執行担当 

ＰＴ工務部長  本木 潤 

 

 

・部長クラス 

新職務 旧職務 氏名 

コンプライアンス推進部長 コンプライアンス推進部シニア・

スタッフ 

津守 治 

品質保証部長 法規・認証部長 大平 隆 

国内サービス部長 サービスマーケティング部シニ

ア・スタッフ 

菅井 芳之 

海外サービス部長 市場サービス部グループリーダー 伊澤 慎英 

市場品質改善部長 市場品質改善部グループリーダー 倉本 正勝 

事業推進部長 中国事業部長 瀬戸 貢一 



プログラムマネジメント部長 プログラムマネジメント部グルー

プリーダー 

藤森 俊 

経営企画部長 経営企画部グループリーダー 大久保 尋一 

財務部長 経理部グループリーダー 中俣 直人 

ＢＰＲ推進部長 営業業務部グループリーダー 堀田 雅之 

総務人事部長 総務人事部グループリーダー 渡辺 正夫 

環境推進部長 広報部シニア・スタッフ 平野 幸夫 

知的財産部長 車両研究実験部課長 手塚 直人 

商品・架装政策部長 国内営業企画部シニア・スタッフ 樺山 麻樹 

法人営業部長 法人営業第一部長 海老根 健一 

バス事業部長 法人営業第二部長 岸 信純 

部品事業第一部長 部品事業部長 越智 寛 

部品事業第二部長 部品事業部グループリーダー 貞岡 隆司 

海外営業サポート部長 いすゞマレーシア 中東 泰三 

海外営業第四部長 事業推進部長 佐々木 久夫 

海外営業第五部長 アセアン事業部グループリーダー 黒川 公敏 

海外営業第六部長 中国事業部グループリーダー 青柳 久雄 

海外営業第七部長 台湾五十鈴汽車工業股伶有限公司 川浪 正人 

海外営業第八部長 海外営業第四部長 進藤 武夫 

海外営業第九部長 海外営業第五部長 黒川 春彦 

購買管理部長 自動車部品工業（株）  池田 式孝 

購買業務部長 購買業務部グループリーダー 茂呂 聡 

調達第四部長 購買業務部長 林 修一 

開発技術企画部長 車両工務部グループリーダー 中垣 久哉 

法規・認証部長 プログラムマネジメント部グルー

プリーダー 

森 哲 

商品企画統括部長 プログラムマネジメント部長 横江 恭助 



ＣＶ商品企画・設計第一部長 ＣＶ製品企画・設計第一部長 池戸 晃 

バス商品企画・設計部長 プログラムマネジメント部グルー

プリーダー 

山口 貢三 

ＣＶ商品企画・設計第二部長 ＣＶ製品企画・設計第二部長 山本 悦夫 

海外ＣＶ商品企画・設計部長 海外ＣＶ製品企画・設計部長 西坂 宏史 

ＬＣＶ商品企画・設計部長 ＬＣＶ製品企画・設計部長 丸山 公顧 

車両設計第四部長 車両設計第四部グループリーダー 奥山 理志 

ＰＴ商品企画・設計第一部長 ＰＴ製品企画・設計第一部長 直喜 眞 

ＰＴ商品企画・設計第二部長 ＰＴ製品企画・設計第二部長 前當 孝夫 

駆動商品企画・設計部長 駆動製品企画・設計部長 畑 輝久男 

車両工務部長 ＩＭＳＡ（DMAX） 米川 孝和 

車体製造部長 車両工務部グループリーダー 高橋 幸男 

ＰＴ工務部長 ＰＴ製造第一部長 太田 正紀 

ＰＴ製造第一部長 ＰＴ技術部グループリーダー 飯塚 一芳 
 

 

以上 

 


