
2012 年 3 月 30 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 
 

 

(1) 背景 

  ・ 今次組織改定は現在進行中の中期経営計画の課題を推進/加速するための体制構築

の位置づけ。 

(2) 改定のポイント 

    グローバル三極体制構築の推進 

  ・ プロジェクト推進体制強化 

  ・ 海外アフターセールス体制強化 

⇒部品・サービスマネジメント一体化 

  ・ 日本/現地間および現地での業務プロセス構築 

    グローバル商品開発体制の拡充 

  ・ 新興国向け商品開発機能へのリソースシフトに伴う体制強化 

  ・ CV 商品企画/設計業務の機能別再編による効率化 

  ・ 産業エンジン商品開発体制強化 

    マネジメント体制の見直し 

  ・ マネジメント簡素化による意思決定迅速化 

  ・ 現地事業特性に応じた権限委譲の見直し 

⇒「中国現地事業統括」を廃止し営業本部内へ移管 

 

 

 

 

  



1. 主要な組織改定 
 

 

(1) 本部組織の変更 

  ・ 意思決定迅速化を目的に「技術本部」を廃止する。 

(2) 部門組織の変更 

  ・ 営業本部内を５部門体制から「営業業務部門」を新設し、６部門体制にする。 

(3) 部組織の変更 

    営業本部 

  ・ インド LCV 事業参入に向けてのプロジェクト推進を目的に「プロジェクトチー

ム」を本部直轄で新設する。 

  ・ 新設の「営業業務部門」に「生販流通管理部」「商品・架装政策部」を編入し、業

務プロセス構築を目的に「グローバル業務プロジェクトチーム」を新設する。 

    営業企画部門 

  ・ 現地事業統括機能統合により「中国業務部」を「中国事業部」に名称変更する。 

「営業業務部」を「営業企画部」に名称変更し、「ソリューション営業部」を編入

する。 

    営業サポート部門 

  ・ 海外アフターセールス体制強化を目的に、品質保証部門より「海外サービス部」を

編入する。 

    開発部門 

  ・ 新興国向け商品開発機能強化を目的に「グローバル車両装置設計部」「グローバル

車両審査実験部」を新設 

  ・ CV 商品企画/設計業務の効率化を目的に「大型商品企画部」「大型車両設計部」

「小型・中型商品企画部」「小型・中型車両設計部」を機能別に「大型商品企画・

設計部」「小型・中型商品企画・設計部」「CV シャシ設計第一部」「CV シャシ設

計第二部」に再編する。 

  ・ 産業エンジン商品開発体制強化を目的に「産業エンジン企画・設計部」を新設す

る。 

 

なお、「プロジェクトチーム」は「部」と同格とし、以上の組織改定に伴う部レベルの数

は、77 部から 82 部へ 5 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 

営業本部長 品質保証部門分掌 営業

サポート部門統括 

取締役副社長 

営業本部長 品質保証部門分掌 

月岡 良三 

取締役専務執行役員 

営業本部 営業第二部門統括 

取締役常務執行役員 

営業本部 営業第二部門統括 

阪田 良 

取締役常務執行役員 

開発部門統括 

取締役常務執行役員 

技術本部 開発部門統括 

永井 克昌 

取締役常務執行役員 

生産部門統括 

取締役常務執行役員 

技術本部 生産部門統括 

水谷 春樹 

取締役 

（株）いすゞ中央研究所 会長 

代表取締役副社長 

技術本部長 営業本部 PT 事業部門

分掌 

只木 可弘 

 

 

【4 月 1 日付執行役員の異動】 

新職務 現職務 氏名 

常務執行役員 

営業本部長付、プロジェクト統括 

執行役員 

企画・財務部門統括補佐 

菊池 隆 

常務執行役員 

営業本部 営業業務部門統括 

日本フルハーフ（株）  

専務取締役 

原田 理志 

常務執行役員 

購買部門統括 

常務執行役員 

技術本部 購買部門統括 

伊藤 一彦 

常務執行役員 

開発部門統括補佐 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 CV／バス統括

CE 

大型商品企画部、大型車両設計部、

バス商品企画・設計部、小型・中型

商品企画部、小型・中型車両設計

部、グローバル商品企画・設計部執

行担当 

馬場 健吾 

常務執行役員 

開発部門 ＰＴ商品企画・設計第一

部、PT 商品企画・設計第二部、産

業エンジン企画・設計部、駆動商品

企画・設計部執行担当 

執行役員 

技術本部 開発部門 PT 商品企画・

設計第一部、PT 商品企画・設計第

二部、駆動商品企画・設計部執行担

当 

加賀 聡 



常務執行役員 

生産部門 PT 工務部、PT 製造第一

部、PT 製造第三部、PT 製造第四

部、PT 品質管理部執行担当 

執行役員 

技術本部 生産部門 PT 工務部、PT

製造第一部、PT 製造第三部、PT

製造第四部、PT 品質管理部執行担

当 

本木 潤 

常務執行役員 

アセアン現地事業統括補佐 

執行役員 

アセアン現地事業統括補佐 

川原 誠 

執行役員 

品質保証部門統括補佐 

執行役員 

技術本部 開発部門 車両審査実験

部、試作部、メカニックセンター執

行担当  

高橋 信一 

執行役員 

管理部門統括補佐 

いすゞ自動車首都圏（株） 副社長 小河原 靖夫 

執行役員 

営業本部 PT 事業部門統括補佐 

PT 事業部門統括補佐 前垣 圭一郎 

執行役員 

営業本部 営業サポート部門統括補

佐 

いすゞモータースミドルイースト

FZE 社長 

三井 宏基 

執行役員 

開発部門 CV／バス統括 CE 

バス商品企画・設計部、小型・中型

商品企画・設計部執行担当 

執行役員 

技術本部 開発部門 商品企画統括

部、デザインセンター、車両設計第

二部、車両設計第三部、電装・制御

開発部執行担当 

川幡 進 

執行役員 

開発部門 LCV 統括 CE 

執行役員 

技術本部 開発部門 LCV 統括 CE 

LCV 商品企画・設計部執行担当 

村藤 一郎 

執行役員 

購買部門 調達一部、調達二部、調

達三部執行担当 

購買部門 調達一部、調達二部、調

達三部執行担当 

都築 成夫 

執行役員 

生産部門 車両工務部、グローバル

生産推進部、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、グ

ローバル生産推進部、車両製造部、

車体製造部、車両品質管理部執行担

当 

上原 敏裕 

執行役員 

生産部門 生産企画部、車両技術

執行役員 

技術本部 生産部門 生産企画部、車

伊藤 正敏 



部、PT 技術部、要素技術部執行担

当 

両技術部、ＰＴ技術部、要素技術部

執行担当 
 

 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務（就任予定） 現職務 氏名 

重慶開発センター 董事長 常務執行役員 

技術本部 開発部門統括補佐 

エンジン装置設計部、ＰＴ電子制御

開発部執行担当 

小田嶋 勝 

いすゞ車体（株） 社長、（株）ア

イ・シー・エル 非常勤 社長 

常務執行役員 

中国現地事業統括 

徳永 俊一 

いすゞモータースミドルイースト

FZE 社長 

執行役員 

営業本部 営業サポート部門統括 

日下 康 

いすゞアストラモーターインドネシ

ア 社長 

執行役員 

管理部門統括補佐 

石川 哲朗 

 

 

6 月下旬株主総会後の役員の異動 

【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 

取締役常務執行役員 常務執行役員 伊藤 一彦 
 

 

[退任候補] 

新役職（2012 年 4 月 1 日付就任予

定） 

旧役職 氏名 

（株）いすゞ中央研究所 会長 取締役 只木 可弘 
 

 

【監査役の新任候補】 

[新任候補] 

新役職（就任予定） 旧役職 氏名 

常勤監査役 （株）いすゞユーマックス 代表取

締役会長 

大山 浩 

 

 

 

 

 



【4 月 1 日付人事異動】 

・統括補佐クラス 

新職務 現職務 氏名 

営業企画部門統括補佐 営業業務部長 池本 哲也 

営業企画部門統括補佐 パワートレイン事業推進部長 増田 陽一 

営業第一部門統括補佐 営業企画部門統括補佐 竹田 啓治 

営業業務部門統括補佐 兼グローバ

ル業務プロジェクトチーム部長 

システム企画部長 入野 哲彦 

開発部門 グローバル CV／バス統

括 CE 

兼大型商品企画・設計部、グローバ

ル商品企画・設計部執行担当 

大型商品企画部長 山本 悦夫 

 

 

・執行担当クラス 

新職務 現職務 氏名 

原価企画部、購買管理部、購買業務

部執行担当 

泰国いすゞ自動車（株） 林 修一 

開発技術企画部、CAE・システム

推進部、試作部執行担当 

開発技術企画部、CAE・システム推

進部、法規・認証部執行担当 

早川 崇 

商品企画統括部、デザインセンタ

ー、LCV 商品企画・設計部執行担

当 

LCV 商品企画・設計部長 池戸 晃 

CV シャシ設計第一部、CV シャシ

設計第二部、グローバル車両装置設

計部、車両設計第二部、車両設計第

三部、電装・制御開発部執行担当 

小型・中型車両設計部長 玉井 康夫 

車両審査実験部、グローバル車両審

査実験部、法規・認証部、メカニッ

クセンター執行担当 

品質保証部門統括補佐 大平 隆 

エンジン装置設計部、PT 電子制御

開発部執行担当 

PT 電子制御開発部長 永田 重信 

エンジン実験第一部、エンジン実験

第二部執行担当 

エンジン実験第一部長 和久田 紀 

 

 

 



・部長クラス 

新職務 現職務 氏名 

監査部長 経理部長 藤野 俊彦 

事業推進部長 部品事業部長 井桁 一也 

経理部長 経理部グループリーダー 長谷川 修二 

システム企画部長 システム企画部グループリーダー 山田 隆史 

インドプロジェクトチーム部長 事業推進部長 山口 真宏 

営業企画部長 いすゞコマーシャルトラックオブア

メリカ Inc. 

能登 秀一 

中国事業部長 中国業務部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 浅井 敬夫 

パワートレイン事業推進部長 海外営業第一部グループリーダー 牧之内 徹 

商品・架装政策部長 商品・架装政策部グループリーダー 井口 晃一 

部品事業部長 ソフト･サービスマーケティング部

長 

菅原 浩明 

ソフト･サービスマーケティング部

長 

海外営業第三部シニア・スタッフ 樺山 麻樹 

原価企画部長 調達企画部グループリーダー 杉本 正樹 

グローバル調達部長 原価企画部長 三枝 峰夫 

商品企画統括部長 商品・架装政策部長 高田 英嗣 

LCV 商品企画・設計部長 いすゞテクニカルセンターアジア

（株） 

玉沢 真 

大型商品企画・設計部長 大型商品企画部チーフエンジニア 安田 誠 

小型・中型商品企画・設計部長 小型・中型商品企画部チーフエンジ

ニア 

藤井 幹也 

CV シャシ設計第一部長 車両設計第二部長 橋本 琢磨 

CV シャシ設計第二部長 大型車両設計部長 奥山 理志 

グローバル車両装置設計部長 大型車両設計部グループリーダー 林 則光 

車両設計第二部長 商品企画統括部長 安宅 豊 

グローバル車両審査実験部長 車両審査実験部チーフエンジニア 西 択男 

PT 商品企画・設計第一部長 PT 商品企画・設計第二部チーフエ

ンジニア 

一政 都志夫 



PT 商品企画・設計第二部長 PT 商品企画・設計第二部チーフエ

ンジニア 

菅野 知宏 

産業エンジン企画・設計部長 エンジン装置設計部グループリーダ

ー 

大石 和貴 

駆動商品企画・設計部長 駆動商品企画・設計部グループリー

ダー 

林 暢彦 

PT 電子制御開発部長 PT 電子制御開発部グループリーダ

ー 

蓬田 宏一郎 

エンジン実験第一部長 エンジン実験第一部グループリーダ

ー 

小野寺 貴夫 

グローバル生産推進部長 車両技術部長 我妻 智 

車体製造部長 いすゞハイコムマレーシア

SDN.BHD. 

大田 英輔 

PT 製造第三部長 PT 製造第四部グループリーダー 木村 泰浩 

車両技術部長 車両技術部グループリーダー 西村 伸一 

PT 技術部長 いすゞエンジン製造北海道（株） 大澤 正伸 
 

 

以上 

 


