
2016 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。 

組織改定の狙い 
 

成長戦略の推進に向け、対外的コミュニケーション機能、稼働サポート機能の強化等、 

各部門にわたる組織課題の解消を図る。 

改定のポイント 
 

1. (1) 『広報部』と『CSR 推進部』を統合の上、渉外機能を追加し、『コーポレートコミュ

ニケーション部』を新設。全社的/多角的なセンター機能と位置付ける。 

2. (2) 『CSR 推進部』のコンプライアンス機能を『監査部』に移管の上、『監査・品質保証

部門』として統合・再編。 

3. (3) 連結ベースの IT インフラ運営・管理充実を図るため、『グローバル業務プロジェクト

チーム』を統合・吸収し、『グローバル業務・IT 推進部』に再編。併せて『システム企画

部』のマネジメントスパン見直しを図る。 

4. (4) 国内/海外にわたる営業企画/推進の拡充のため、『海外ビジネス推進部』を『営業推

進部』に改称・機能強化。 

5. (5) アフターセールス部門の各部間で稼働サポート機能分担を見直し、最適化/リソース効

率化を図る。特に、 

1. 1) 『保有事業推進部』を『サービス技術・研修部』に改称・機能強化。 

2. 2) 『データ活用推進部』を『稼働サポート推進部』に改称・機能強化。 

なお、組織改定の伴う部の数は 90 部から 88 部へ 2 部減少する。 

  



 

【4 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 

監査・品質保証部門分掌 営業本部 

アフターセールス部門統括 

取締役専務執行役員 

営業本部 アフターセールス部門統

括 

中川 邦治 

取締役専務執行役員 

営業本部 営業企画部門、営業第一

部門、営業第四部門統括 

取締役専務執行役員 

営業本部 営業企画部門、営業第一

部門統括 

小村 嘉文 

取締役専務執行役員 

LCV 事業部門統括 

いすゞモーターズアジアタイラン

ド 代表取締役会長 

取締役専務執行役員 

LCV 事業部門統括 

いすゞモーターズアジア 代表取締

役会長 

いすゞモーターズアジアタイラン

ド 代表取締役会長 

伊藤 一彦 

取締役 

いすゞ自動車販売(株) 取締役会長 

取締役副社長 

品質保証部門分掌 営業本部 営業

第二部門、PT 事業部門統括 

古田 貴信 

取締役 

(株)いすゞ中央研究所 代表取締役

社長 

取締役専務執行役員 

技術本部 開発部門統括 

永井 克昌 

 

 

  



【4 月 1 日付執行役員の異動】 

新職務 現職務 氏名 

専務執行役員 

管理部門、業務推進部門統括 

伊藤忠商事(株) 代表取締役専務執

行役員 

塩見 崇夫 

専務執行役員 

営業本部 PT 事業部門統括 

常務執行役員 

業務推進部門統括、営業本部 営業

第二部門、PT 事業部門統括付 

中田 徹 

専務執行役員 

LCV 長期戦略プロジェクト担当 

三菱商事(株) 執行役員 中川 弘志 

常務執行役員 

監査・品質保証部門統括 

常務執行役員 

CSR 部門、品質保証部門統括 

上原 敏裕 

常務執行役員 

技術本部 開発部門統括 

常務執行役員 

技術本部 開発部門統括補佐 

髙橋 信一 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 CV 統括 CE 

大型商品企画・設計部、グローバ

ル CV 車両設計部、 

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 統括 CE 

大型商品企画・設計部、グローバ

ル CV 車両設計部、 

バス商品企画・設計部、小型・中

型商品企画・設計部執行担当 

山本 悦夫 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 LCV 統括 CE、

LCV 事業部門統括補佐 

常務執行役員 

LCV 事業部門 LCV 統括第二 CE 

村藤 一郎 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 LCV 統括 CE、

LCV 商品企画・設計部執行担当 

LCV 事業部門統括補佐 

執行役員 

LCV 事業部門 LCV 統括第一 CE、 

技術本部 開発部門 LCV 車両設計

部執行担当 

加藤 祐三 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 車両審査実験

第一部、車両審査実験第二部、 

法規・認証部執行担当 

執行役員 

技術本部 開発部門 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 

大平 隆 

常務執行役員 

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、PT 技術部、要素

技術部執行担当 

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、PT 技術部、要素

技術部執行担当 

太田 正紀 



執行役員 

企画・財務部門 コーポレートコミ

ュニケーション部、事業推進部執

行担当 

執行役員 

企画・財務部門統括補佐 

瀬戸 貢一 

執行役員 

管理部門 総務人事部、労務部、い

すゞ病院、法務・知的財産部、教

育部執行担当、 

業務推進部門 システム企画部、グ

ローバル業務・IT 推進部、生販流

通管理部執行担当 

執行役員 

LCV 事業部門 LCV 営業プロジェ

クト部、LCV 商品企画部、GM 業

務部執行担当 

山口 哲 

執行役員 

営業本部 営業第二部門統括 

執行役員 

営業本部 営業企画部門統括補佐 

南 真介 

執行役員 

営業本部 営業第四部門 中国事業

部執行担当 

いすゞコマーシャルトラックオブ

アメリカ 取締役社長兼 COO 

佐々木 久夫 

執行役員 

営業本部 アフターセールス部門 

サービス技術・研修部、海外サー

ビス部執行担当 

執行役員 

営業本部 アフターセールス部門統

括補佐 兼 保有事業推進部長 

津崎 哲夫 

執行役員 

営業本部 アフターセールス部門 

稼働サポート推進部執行担当 

いすゞ自動車中国四国(株) 代表取

締役社長 

坂本 浩一 

執行役員 

営業本部 アフターセールス部門 

海外部品営業部、部品事業部執行

担当 

執行役員 

営業本部 アフターセールス部門統

括補佐 

井桁 一也 

執行役員 

LCV 事業部門 LCV 営業プロジェ

クト部、GM 業務部執行担当 

執行役員 

LCV 事業部門 LCV 営業プロジェ

クト部、LCV 商品企画部、GM 業

務部執行担当 

谷重 晴康 

執行役員 

技術本部 購買部門 調達第一部、

調達第二部、調達第三部執行担当 

泰国いすゞ自動車(株) 取締役副社

長 

藤倉 諭 

 

 



執行役員 

技術本部 開発部門 PT 統括 CE 

駆動商品企画・設計部、エンジン

実験第一部、エンジン実験第二部

執行担当 

産業エンジン企画・設計部、NGV

商品企画・設計部、駆動商品企

画・設計部執行担当 

和久田 紀 

執行役員 

技術本部 生産部門 車両工務部、

車体製造部、車両製造部、 

車両品質管理部、車両技術部執行

担当 兼 車両工務部長 

車両工務部長 大田 英輔 

執行役員 

いすゞ自動車販売(株) 取締役副社

長 

執行役員 

いすゞ自動車販売(株) 専務取締役 

池本 哲也 

 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務 現職務 氏名 

いすゞ自動車首都圏(株) 代表取締

役社長 

常務執行役員 

管理部門統括 

小河原 靖夫 

いすゞライネックス(株) 代表取締

役社長 

常務執行役員 

営業本部 営業第四部門統括 

袴田 直人 

いすゞ慶鈴(重慶)汽車技術開発有限

公司 董事長 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 PT 統括 CE 

エンジン実験第一部、エンジン実

験第二部執行担当 

小田嶋 勝 

いすゞモーターズアジア代表取締

役会長 

いすゞモーターズアジアタイラン

ド 代表取締役社長 

執行役員 

業務推進部門統括補佐 

入野 哲彦 

 

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 旧役職 氏名 

取締役副社長 専務執行役員 塩見 崇夫 

取締役専務執行役員 専務執行役員 中川 弘志 

取締役常務執行役員 常務執行役員 本木 潤 
 



新役職 現職務 氏名 

取締役※ 川崎汽船(株) 顧問 前川 弘幸 
 

(※会社法で定める社外取締役) 

[退任候補] 

新役職 旧役職 氏名 

いすゞ自動車販売(株) 取締役会長 取締役 古田 貴信 

(株)いすゞ中央研究所 代表取締役

社長 

取締役 永井 克昌 

 

【監査役の新任候補及び退任候補】 

[新任候補] 

新役職 現職務 氏名 

監査役 いすゞリーシングサービス(株)代表

取締役会長 

満崎 周夫 

 

[退任候補] 

新役職 旧役職 氏名 

IJT テクノロジーホールディングス

(株) 常勤監査役 

常勤監査役 大山 浩 

 

 

  



【4 月 1 日付人事異動】 

・執行担当クラス 

新職務 現職務 氏名 

監査部執行担当 CSR 部門統括補佐 佐藤 公彦 

品質保証部、市場品質技術部、市

場品質改善部執行担当 

品質保証部門統括補佐 菅井 芳之 

経営企画部、財務・経理部執行担

当 

企画・財務部門統括補佐 大久保 尋一 

プログラムマネジメント部執行担

当 

企画・財務部門統括補佐 藤森 俊 

営業管理部、営業推進部、商品・

架装政策部執行担当 

営業第一部門統括補佐 川浪 正人 

アセアン営業部執行担当 いすゞ車体(株) 泉名 信夫 

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 

営業第二部門統括補佐 黒川 公敏 

海外営業第四部執行担当 営業第三部門統括補佐 新島 靖之 

パワートレイン事業推進部、パワ

ートレイン営業部、パワートレイ

ン技術サポート部執行担当 

PT 事業部門統括補佐 岡 直樹 

LCV 営業プロジェクト部、GM 業

務部執行担当 

いすゞオーストラリアリミテッド 依田 公一 

産業エンジン企画・設計部、NGV

企画・設計部、 

エンジン装置設計部、PT 電子制御

開発部執行担当 

エンジン装置設計部、PT 電子制御

開発部執行担当 

菅野 知宏 

IM 推進部、生産技術企画部執行担

当 

車両工務部、車体製造部、車両製

造部、車両品質管理部、車両技術

部執行担当 

茂木 唯司 

 

 

  



・部長クラス 

新職務 現職務 氏名 

市場品質技術部長 国内サービス部長 深谷 隆志 

コーポレートコミュニケーション

部長 

広報部長 伊藤 公一 

経営企画部長 GM 業務部長 藤原 純也 

グローバル業務・IT 推進部長 グローバル業務プロジェクトチー

ム部長 

田村 哲朗 

営業推進部長 商品・架装政策部長 井上 保雄 

商品・架装政策部長 海外営業第四部長 浅海 淳 

海外営業第一部 兼 GM 業務部長 海外営業第一部長 赤澤 英作 

海外営業第二部長 いすゞアストラモーターインドネ

シア 

進藤 武夫 

海外営業第三部長 いすゞルス 合田 和生 

海外営業第四部長 海外営業第四部グループリーダー 矢口 展子 

中国事業部長 海外ビジネス推進部長 中村 治 

パワートレイン事業推進部長 CSR 推進部長 藤掛 康夫 

サービス技術・研修部長 保有事業推進部グループリーダー 齋藤 栄一 

稼働サポート推進部長 データ活用推進部長 前園 昇 

CAE デジタル開発推進部長 CAE デジタル開発推進部グループ

リーダー 

新居 直樹 

LCV 商品企画・設計部長 LCV 車両設計部長 玉澤 眞 

CV シャシ設計第一部長 CV シャシ設計第二部長 北川 浩史 

CV シャシ設計第二部長 CV シャシ設計第二部グループリー

ダー 

津山 浩一 

総合システム開発部長 総合システム開発部チーフエンジ

ニア 

小泉 芳久 

デザインセンター部長 デザインセンターグループリーダ

ー 

植松 孝博 

車両審査実験第一部長 車両審査実験部長 西 択男 

車両審査実験第二部長 メカニックセンター部長 高橋 弘美 



PT 商品企画・設計第二部長 PT 商品企画・設計第三部長 古川 和成 

PT 商品企画・設計第三部長 エンジン装置設計部長 蛭川 耕二 

産業エンジン企画・設計部長 PT 商品企画・設計第二部長 佐々木 巌 

エンジン装置設計部長 産業エンジン企画・設計部長 大石 和貴 

IM 推進部長 PT 技術部長 伊津 和則 

車両技術部長 いすゞモーターズサウジアラビア

CO.,LTD 

吉羽 房夫 

PT 工務部長 グローバル IMM 推進部長 大澤 正伸 

PT 製造第三部長 PT 工務部グループリーダー 木村 敬一 

PT 製造第四部長 メシンいすゞインドネシア 飯塚 一芳 

PT 技術部長 PT 技術部グループリーダー 八木 直人 
 

以上 

 


