
 

2013 年 9 月 27 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、10 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 

 

組織改定のポイント 
 

 

・ 中計課題の実行加速に向け、より効率的なリソース配分を図るため組織改訂を 

 実施する。 

 

主な組織改定 
 

 

(1) 市場特性に合った営業部担当エリアの括り直し、営業企画/営業業務の機能明確化と 

営業機能の営業部への移管を行う。 

 ・営業業務部門を営業企画部門と統合、営業企画部門とする。 

 ・営業第二部門より営業第四部を分離し『営業第三部門』を設置。 

 ・営業推進部を廃止し、商品･架装政策/中国営業/営業第三の各部に機能移管。 

 

(2) 開発技術戦略/将来環境技術戦略の企画機能の強化および、NGV/HEV の 

開発機能強化を図るべく、開発部門内を一部再編する。 

 ・『NGV 企画・設計部』を新設。 

 ・総合システム企画部を『総合システム開発部』に変更。NGV 企画･設計部等に 

 一部機能を移管。 

 

(3) 人事政策課題の増加に対応すべく、総務人事部を分割し、『労務部』を設置。 

 

以上の組織改定に伴う部の数は 83 部から 84 部へ 1 部増加する。 

 

 



【10 月 1 日付取締役の異動】 

 

新職務 現職務 氏名 

取締役専務執行役員 

CSR 部門、管理部門統括 

取締役専務執行役員 

管理部門統括 
佐々木 敏夫 

取締役専務執行役員 

企画・財務部門、営業第三部門統

括 

取締役専務執行役員 

企画・財務部門統括 
片山 正則 

 

 

【10 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 

品質保証部門統括 

執行役員 

品質保証部門統括補佐 
 

常務執行役員 

営業本部 営業企画部門統括 

常務執行役員 

営業本部 営業業務部門統括 
原田 理志 

常務執行役員 

営業本部 営業第一部門統括、技術

本部 開発部門統括補佐 

常務執行役員 

営業本部 営業第一部門統括 
馬場 健吾 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 PT 統括 CE、

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、NGV 企画・設計部執

行担当 

常務執行役員 

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、産業エンジン企画・

設計部、駆動商品企画・設計部執

行担当 

加賀 聡 

常務執行役員 

技術本部 生産部門統括補佐、い

すゞモータースアジア 取締役 

常務執行役員 

技術本部 生産部門 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 



常務執行役員 

技術本部 生産部門 生産企画部、

工務部、新規事業開発部、車両技

術部、PT 技術部、要素技術部執行

担当 

常務執行役員 

技術本部 生産部門 生産企画部、

工務部、新規事業開発部執行担当 

本木 潤 

常務執行役員 

泰国いすゞ自動車（株） 上級副社

長 

常務執行役員 

営業本部 営業企画部門統括 
藤森 正之 

執行役員 

企画・財務部門統括補佐 

執行役員 

技術本部 生産部門 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 

池田 寛 

執行役員 

営業本部 営業企画部門統括補佐 

兼 グローバル業務プロジェクトチ

ーム部長 

執行役員 

営業本部 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 

入野 哲彦 

執行役員 

技術本部 購買部門統括補佐、グロ

ーバル調達部、調達第一部、調達

第二部、調達第三部執行担当 

執行役員 

技術本部 購買部門 グローバル調

達部、調達第一部、調達第二部、

調達第三部執行担当 

都築 成夫 

執行役員 

技術本部 開発部門 CV/バス統括

CE 

総合システム開発部、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 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 

川幡 進 

執行役員 

技術本部 生産部門 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 車両技術部、

PT 技術部、要素技術部執行担当 

三浦 宏康 

執行役員 

技術本部 生産部門 PT 製造第一
工務部長 太田 正紀 



部、PT 製造第三部、PT 製造第四

部、PT 品質管理部執行担当 
 

 

【10 月 1 日付取締役の退任】 

 

新職務 現職務 氏名 

IJT テクノロジーホールディングス

（株) 常勤監査役 

取締役常務執行役員 

CSR 部門、品質保証部門統括 
山田 勉 

 

 

【10 月 1 日付人事異動】 

 

・統括補佐クラス 

新職務 現職務 氏名 

品質保証部門統括補佐 兼 国内サ

ービス部長 
国内サービス部長 菅井 芳之 

営業第三部門統括補佐 兼 海外営

業第四部長 
海外営業第三部長 新島 靖之  

 

 

・執行担当クラス 

新職務 現職務 氏名 

開発技術企画部、CAE・システム

推進部、試作部執行担当 
五十鈴（中国）投資有限公司 前當 孝夫 

デザインセンター、LCV 車両設計

部執行担当 

総合システム企画部、デザインセ

ンター、LCV 車両設計部執行担当 
池戸 晃 

 

 

  



・部長クラス 

新職務 現職務 氏名 

市場品質改善部長 国内サービス部グループリーダー 関根 明年 

労務部長 総務人事部シニア・スタッフ 小森 和夫 

海外営業第一部長 海外営業第二部長 赤澤 英作 

海外営業第二部長 海外営業第四部長 丸山 浩和 

海外営業第三部長 営業推進部長 菅原 浩明 

総合システム開発部長 総合システム企画部長 高田 英嗣 

NGV 企画・設計部長 
総合システム企画部チーフエンジ

ニア 
平木 信之 

工務部長 車両製造部長 大田 英輔 

車両製造部長 車両技術部グループリーダー 岡嶋 剛也 
 

 

以上 

 


