
2018 年 3 月 16 日 

組織改正並びに役員の職務変更と人事異動について 

いすゞ自動車株式会社(本社：東京都品川区、社長：片山正則)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。 

組織改正の狙い 
 

開発部門における先進技術開発体制の強化、並びに社会全体の産業の持続的発展を支える

産業ソリューション部門の新設。 

改正のポイント 
 

1. (1) 基幹システム刷新、OA 刷新、IT 基盤整備を担うべく『グローバル業務・IT 推進部』

から『コーポレート IT 部』に改称。 

2. (2) 『PT 事業部門』の機能/業務内容をベースにソリューション事業の柱として拡大・強

化すべく、『産業ソリューション部門』に改称。 

併せて開発部門から『産業エンジン企画・設計部』を、営業部門から特殊車両専門組織の

『官公庁直納グループ』を部レベル組織に改め移管。部門内を『企画管理部』、『PT 営

業部』、『ソリューション事業開発部』、『商品開発部』、『特車営業部』の 5 部に再編

成。 

3. (3) パワートレイン電動化開発の強化に伴い、『総合システム開発部』を xEV 開発機能に

特化し、『xEV システム開発部』に再編・改称。 

なお、組織改正の伴う部の数は 88 部から 89 部へ 1 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 取締役副社長 

品質保証部門、営業本部営業部門

分掌 管理部門統括 

塩見 崇夫 

取締役 

いすゞ自動車販売(株) 代表取締役

会長 

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 

成松 幸男 

取締役 

(株)いすゞ中央研究所 代表取締役

副社長 

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 

本木 潤 

 

 

【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 

品質保証部門分掌 アフターセール

ス部門統括 

専務執行役員 

品質保証部門統括 

上原 敏裕 

専務執行役員 

営業本部 産業ソリューション部門

統括 

専務執行役員 

営業本部 PT 事業部門統括 

中田 徹 

常務執行役員 

管理部門統括 

いすゞノースアメリカコーポレー

ション 取締役社長兼 CEO、 

いすゞモーターズアメリカ LLC. 

社長兼 CEO、 

いすゞコマーシャルトラックオブ

アメリカ 取締役会長 

杉本 繁慈 

 

 

  



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、バス商品

企画・設計部、小型・中型商品企

画・設計部、 

xEV 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 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 

山本 悦夫 

常務執行役員 

営業本部 営業部門統括代行 

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 

増田 陽一 

常務執行役員 

中国事業総代表 

営業本部 営業部門統括補佐 

五十鈴(中国)投資有限公司 董事長 

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 

前垣 圭一郎 

常務執行役員 

営業本部 産業ソリューション部門 

企画管理部、PT 営業部、特車営業

部、 

ソリューション事業開発部、商品

開発部執行担当 

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 

佐々木 久夫 

常務執行役員 

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 

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 

坂本 浩一 

常務執行役員 

いすゞ自動車販売(株) 代表取締役

社長 

常務執行役員 

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 

泰国いすゞ自動車(株) 代表取締役

社長 

常務執行役員 

営業本部 営業部門 アジア事業部

執行担当 

谷重 晴康 

執行役員 

品質保証部門統括 

品質保証部、市場品質技術部、市

場品質改善部執行担当 

梅田 正幸 



執行役員 

営業本部 営業部門 営業企画部、

商品・架装政策部、海外営業第五

部執行担当 

企画・財務部門統括補佐 大久保 尋一 

執行役員 

技術本部 購買部門 購買管理部、

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 調達第一部、

調達第二部、調達第三部執行担当 

藤倉 諭 

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、 

PT 商品企画・設計第三部執行担当 

PT 商品企画・設計第一部、PT 商

品企画・設計第二部、 

PT 商品企画・設計第三部執行担当 

一政 都志夫 

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 

泰国いすゞエンジン製造(株) 社長 阿達 克己 

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 

営業本部 営業部門統括補佐 

黒川 公敏 

 

 

  



 

【4 月 1 日付執行役員の退任】 

新職務 現職務 氏名 

いすゞモーターズサウスアフリカ 

取締役 兼 会長 

常務執行役員 

技術本部 開発部門 LCV 統括 CE 

村藤 一郎 

(株)アイ・シー・エル 代表取締役

社長 

常務執行役員 

泰国いすゞ自動車(株) 代表取締役

社長 

菊池 隆 

いすゞ自動車インターナショナル

FZE 副社長 

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 

津崎 哲夫 

いすゞエンジニアリングビジネス

センターインディア 会長 

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 

大田 英輔 

 

 

  



6 月開催予定の定時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 

取締役常務執行役員 常務執行役員 杉本 繁慈 

取締役常務執行役員 常務執行役員 南 真介 
 

新役職 現職務 氏名 

取締役* 古河電気工業(株)取締役会長 柴田 光義 
 

(*会社法で定める社外取締役) 

[退任候補] 

旧役職 氏名 

取締役 塩見 崇夫 

取締役 成松 幸男 

取締役 本木 潤 

取締役* 森 和廣 
 

(*会社法で定める社外取締役) 

【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 IR・財務戦略担当 藤森 正之 
 

[退任候補] 

旧役職 氏名 

監査役 熊沢 文英 
 

尚、取締役及び監査役は、第 116 回定時株主総会における承認を経て正式に決定されま

す。 

  



 

【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 

アジア事業部執行担当 営業企画部、商品・架装政策部、

海外営業第五部執行担当 

福村 嗣夫 

サービス技術・研修部、海外サー

ビス部執行担当 

いすゞモータースアジア LTD 小美濃 洋 

原価企画部、購買業務部、調達企

画部、グローバル調達部執行担当 

調達企画部、グローバル調達部執

行担当 

山本 浩 

グローバル CV 商品企画・設計部執

行担当 

いすゞグローバル CV エンジニアリ

ングセンター 

北村 昌久 

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 

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 

菅野 知宏 

企画・財務部門統括補佐 五十鈴(中国)企業管理有限公司 中俣 直人 

営業部門 統括補佐 営業部門統括付 髙井 巖雄 

品質保証部門統括付 産業エンジン企画・設計部長 佐々木 巌 

企画・財務部門統括付 商品・架装政策部長 浅海 淳 
 

 

・部長クラス 

新職務 現職務 氏名 

労務部長 労務部グループリーダー 通山 哲 

教育部長 総務人事部グループリーダー 奥津 一樹 

コーポレート IT 部長 グローバル業務・IT 推進部長 田村 哲朗 

生販流通管理部長 生販流通管理部グループリーダー 各務 和夫 

営業企画部長 秘書グループリーダー 佐々木 利彦 

商品・架装政策部長 いすゞ自動車販売(株) 吉田 将剛 



海外営業第三部長 海外営業第三部 兼 海外営業第四

部長 

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 石田 紀子 

企画管理部長 パワートレイン事業推進部長 中島 礼靖 

特車営業部長 官公庁直納グループリーダー 河野 由弘 

ソリューション事業開発部長 江西五十鈴発動機有限公司 久保 英樹 

商品開発部長 産業エンジン企画・設計部グルー

プリーダー 

濱田 治樹 

サービス技術・研修部長 部品事業部長 吉本 憲弘 

稼働サポート推進部長 サービス技術・研修部長 齋藤 栄一 

部品事業部長 稼働サポート推進部長 小林 紀之 

xEV システム開発部長 総合システム開発部長 小泉 芳久 

グローバル CV 商品企画・設計部長 車両設計第二部長 細谷 治之 

車両設計第二部長 車両設計第二部グループリーダー 宮永 俊作 

PT 商品企画・設計第三部長 PT 商品企画・設計第二部チーフエ

ンジニア 

渡邉 健治 

車体製造部長 車体製造部副部長 森本 利和 

車両製造部長 車体製造部長 坂元 大市郎 

車両技術部長 慶鈴汽車股份有限公司 岡嶋 剛也 

PT 製造第一部長 PT 技術部長 八木 直人 

PT 製造第三部長 PT 製造第一部副部長 鈴木 伸一 

PT 技術部長 PT 技術部グループリーダー 日比 裕二 

要素技術部長 TDF(株) 三須 高明 
 

以上 

 


