
 

2017 年 3 月 17 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 
 

内外の事業環境を踏まえ、内部統制、地域事業/営業体制、先進技術対応等を軸に、組織の

整流化・効率化・最適化を図る。 

 

改定のポイント 
 

1. (1) 内部監査機能を担う『監査部』の独立性、客観性を担保すべく監査・品質保証部門か

ら分離、社長直轄下組織へ変更。 

2. (2) 『営業企画』、『営業第一』、『営業第二』、『営業第三』、『営業第四』及び

『LCV 事業』の 6 部門を『営業部門』に統合し、意思決定の迅速化と営業・管理スパンの

最適化 / リソース効率化を図る。 

3. (3) アフターセールス部門としての連携・一体性強化の為、企画機能を集約・統合し、 

『保有事業企画部』を設立。併せて『海外部品営業部』を『部品事業部』に統合・効率

化。 

4. (4) 先進安全システムと自動運転車両の企画・開発の加速と対外的な窓口の一本化を図る 

べく『AS システム開発部』を新設。 

＊組織上、管理スパンの適正化も考慮し、必要に応じて『統括代行』を置く。 

なお、組織改定の伴う部の数は 88 部から 87 部へ 1 部減少する。 

【4 月 1 日付代表取締役の異動】 

新職務 現職務 氏名 

取締役会長 代表取締役会長 細井 行 
 

 

  



【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 

品質保証部門、営業本部 営業部門

分掌 

管理部門、業務推進部門統括 

取締役副社長 

管理部門、業務推進部門統括 

塩見 崇夫 

取締役専務執行役員 

いすゞ自動車販売(株) 代表取締役

社長 

取締役 

いすゞ自動車販売(株) 代表取締役

社長 

成松 幸男 

取締役専務執行役員 

いすゞモーターズミドルイースト

FZE 社長 

取締役専務執行役員 

企画・財務部門、営業本部 営業第

三部門統括 

川原 誠 

取締役常務執行役員 

営業本部 アフターセールス部門統

括 

取締役常務執行役員 

技術本部 生産部門統括 

本木 潤 

取締役 

(株)湘南ユニテック 代表取締役社

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 

いすゞ自動車近畿(株) 代表取締役

会長 

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 

小村 嘉文 

取締役 

(株)いすゞユーマックス 代表取締

役会長 

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 

中川 邦治 

 

 

  



【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 

品質保証部門統括 

常務執行役員 

監査・品質保証部門統括 

上原 敏裕 

常務執行役員 

企画・財務部門統括 

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 

瀬戸 貢一 

常務執行役員 

営業本部 営業部門統括 

執行役員 

営業本部 営業第二部門統括 

南 真介 

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 商品企画・設計部、 

バス商品企画・設計部、小型・中

型商品企画・設計部、 

総合システム開発部執行担当 

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 

山本 悦夫 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 LCV 統括 CE 

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 

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 

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 

加藤 祐三 

常務執行役員 

技術本部 生産部門統括 

(株)アイメタルテクノロジー 代表

取締役社長 

伊藤 正敏 

常務執行役員 

管理部門、業務推進部門統括代行 

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 

山口 哲 



常務執行役員 

営業本部 アフターセールス部門統

括代行 営業部門統括補佐 

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 

井桁 一也 

常務執行役員 

技術本部 生産部門統括代行 

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 

太田 正紀 

常務執行役員 

営業本部 営業部門 アジア事業部

執行担当 

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 

谷重 晴康 

常務執行役員 

営業本部 営業部門統括補佐 

慶鈴汽車股份有限公司 副董事長 

兼総経理 

常務執行役員 

営業本部 営業第四部門統括補佐 

慶鈴汽車股份有限公司 副董事長 

兼総経理 

前垣 圭一郎 

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、試作部執行担当 

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 

大平 隆 

常務執行役員 

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) 取締役副社

長 

池本 哲也 

常務執行役員 

いすゞモーターズインターナショ

ナルオペレーションズタイランド 

社長 

執行役員 

いすゞモーターズインターナショ

ナルオペレーションズタイランド 

社長 

増田 陽一 

執行役員 

企画・財務部門統括補佐 

プログラムマネジメント部執行担

当 

藤森 俊 

執行役員 

営業本部 営業部門統括補佐 

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 

黒川 公敏 

執行役員 

営業本部 営業部門統括補佐 

海外営業第四部執行担当 新島 靖之 



執行役員 

営業本部 PT 事業部門 PT 事業推

進部、PT 営業部、PT 技術サポー

ト部執行担当 

執行役員 

営業本部 営業第四部門 中国事業

部執行担当 

佐々木 久夫 

執行役員 

技術本部 開発部門 シャシ設計第

一部、シャシ設計第二部、車両設

計第二部、 

車両設計第三部、電装・制御開発

部、AS システム開発部執行担当 

CV シャシ設計第一部、CV シャシ

設計第二部、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 

奥山 理志 

 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務 現職務 氏名 

いすゞリーシングサービス(株)代表

取締役社長 

常務執行役員 

営業本部 営業第二部門、アフター

セールス部門統括補佐、 

いすゞモーターズミドルイースト

FZE 社長 

堺 裕善 

いすゞシステムサービス(株) 代表

取締役会長 

常務執行役員 

泰国いすゞ自動車(株) 取締役上級

副社長 

高橋 雄一郎 

 

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 旧役職 氏名 

取締役常務執行役員 常務執行役員 髙橋 信一 

取締役常務執行役員 常務執行役員 伊藤 正敏 
 

【4 月 1 日付人事異動】 

・執行担当(統括補佐)クラス 

新職務 現職務 氏名 

企画・財務部門統括補佐 経営企画部、財務・経理部執行担

当 

大久保 尋一 

企画・財務部門統括補佐 兼品質技

術センター執行担当 

品質技術センター執行担当 池田 寛 



管理部門統括補佐 法務・知的財産部長 手塚 直人 

営業部門統括補佐 LCV 営業プロジェクト部．GM 業

務部執行担当 兼 GM 業務部長 

依田 公一 

監査部執行担当 営業管理部、営業推進部、商品・

架装政策部執行担当 

川浪 正人 

品質保証部、市場品質技術部、市

場品質改善部執行担当 

品質保証部長 梅田 正幸 

営業企画部、商品・架装政策部、

海外営業第五部執行担当 

いすゞベトナムカンパニーリミテ

ッド 

福村 嗣夫 

保有事業企画部、部品事業部執行

担当 

海外部品営業部長 久富 浩志 

原価企画部、購買管理部、購買業

務部執行担当 

原価企画部、購買管理部、購買業

務部、調達企画部、グローバル調

達部執行担当 

茂呂 聡 

調達企画部．グローバル調達部執

行担当 

調達企画部長 山本 浩 

開発技術企画部、グローバルサポ

ート部、CAE デジタル開発推進

部、デザインセンター執行担当 

開発技術企画部長 中垣 久哉 

IM 推進部．生産技術企画部執行担

当 

いすゞグローバル CV エンジニアリ

ングセンター 

根本 勉 

営業部門統括付 海外営業第二部長 進藤 武夫 
 

・部長クラス 

新職務 現職務 氏名 

監査部長 品質保証部グループリーダー 梶 智哉 

品質保証部長 いすゞグローバル CV エンジニアリ

ングセンター 

柳川 直彦 

市場品質改善部長 品質保証部グループリーダー 森 淳美 

コーポレートコミュニケーション

部長 

企画・財務部門シニアエキスパー

ト 

萩原 竜之 

事業推進部長 中国事業部長 中村 治 



法務・知的財産部長 法務・知的財産部グループリーダ

ー 

樋口 恵一 

営業企画部長 パワートレイン事業推進部長 藤掛 康夫 

海外営業第五部長 コーポレートコミュニケーション

部長 

伊藤 公一 

アジア事業部長 LCV 営業プロジェクト部長 中村 幸滋 

中国営業部長 中国事業部グループリーダー 山川 敬源 

海外営業第二部長 海外営業第二部グループリーダー 國房 太郎 

パワートレイン事業推進部長 営業管理部長 中島 礼靖 

保有事業企画部長 いすゞグローバル CV エンジニアリ

ングセンター 

千葉 孝 

部品事業部長 いすゞモーターズアジア LTD. 吉本 憲弘 

原価企画部長 いすゞ慶鈴(重慶)技術開発有限公司 三枝 峰夫 

購買管理部長 調達第三部長 杉浦 伸彰 

調達企画部長 購買管理部長 大久保 雅司 

グローバル調達部長 いすゞエンジニアリングビジネス

センターインディア 

安井 邦弘 

調達第一部長 調達第三部グループリーダー 小林 博之 

調達第二部長 調達第一部長 上條 晃 

調達第三部長 泰国いすゞ自動車(株) 向田 直弘 

開発技術企画部長 開発技術企画部グループリーダー 志賀 正樹 

グローバルサポート部長 グローバルサポート部グループリ

ーダー 

市川 裕司 

品質技術センター部長 グローバルサポート部シニアエキ

スパート 

西 基樹 

LCV 商品企画・設計部長 LCV 商品企画・設計部チーフエン

ジニア 

疋田 吾郎 

大型商品企画・設計部長 大型商品企画・設計部チーフエン

ジニア 

萩守 泰道 



グローバル CV 商品企画・設計部長 グローバル CV 車両設計部長 林 則光 

バス商品企画・設計部長 大型商品企画・設計部チーフエン

ジニア 

西 和博 

小型・中型商品企画・設計部長 小型・中型商品企画・設計部チー

フエンジニア 

平尾 聡 

シャシ設計第一部長 CV シャシ設計第一部長 北川 浩史 

シャシ設計第二部長 CV シャシ設計第二部長 津山 浩一 

電装・制御開発部長 電装・制御開発部グループリーダ

ー 

平原 英人 

AS システム開発部長 電装・制御開発部グループリーダ

ー 

矢澤 康宏 

エンジン実験第二部長 エンジン実験第二部グループリー

ダー 

執行 英明 

生産技術企画部長 生産技術企画部グループリーダー 小林 義幸 

車体製造部長 車体製造部グループリーダー 坂元 大市郎 

車両製造部長 車体製造部長 高崎 俊典 

PT 工務部長 PT 製造第三部長 木村 敬一 

PT 製造第三部長 PT 工務部長 大澤 正伸 
 

以上 

 


