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日野自動車 役員人事および組織変更・定期職制異動・人事異動の件 

日野自動車株式会社（本社：東京都日野市、社長：下義生、以下日野）は、下記の通り役員体制変

更、役員人事および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

日野は、お客様のビジネスに貢献するために、来る 2025年に向けて、“３つの方向性”――「①安全・環

境技術を追求した最適商品」「②最高にカスタマイズされたトータルサポート」「③新たな領域へのチャレン

ジ」で持続的成長を図るとともに、人流・物流において顕在化している社会問題を解決して「豊かで住みよ

い持続可能な社会」の実現を目指しています（2018年 10月 30日発表『2025年に向けて』）。 

私たちを取り巻く環境は、想像を超えるほどに大きくはやく、日々刻々と変化しています。一刻の猶予も

許されないという危機意識をもち、日野が目指す姿へ役員・幹部が率先垂範していく意志を込めて、従来

の４月から２月に前倒しして役員体制の変更を実施することにいたしました。 

また、意思決定と業務執行の「更なるスピードアップ」を図るため、機能担当役員・組織担当役員の二重

構造を廃止して領域長を設置します。この領域長には、「適材適所」の観点から、役員ではない基幹職も

担当できる制度にしています。さらに、グループ会社を含む社外から高い専門性をもった人財を役員へ登

用します。また、それぞれの地域でお客様に最適な商品やサービスをより早くお届けするために、地域完

結の体制を整備します。 

日野は、これからもグローバルでの持てる力を結集していくため、「適材適所」を推し進め、多様な人財

を登用していきます。そして、「仲間づくり」を通じてあらゆる力を結集し、お客様・社会へ価値を提供してま

いります。 

記 

１． 組織改正 

（１） 機能の変更 

＜変更内容＞ 現在の機能を廃止し、各本部に領域を設置。領域長が権限をもって各部を統括 

する体制へ変更する（工場は従来通り工場長・副工場長が統括）。 

＜変更理由＞ 意思決定と業務執行の迅速化を進めるために組織体制を見直す。 
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（２） 部レベル組織の変更 

１） 法務・知的財産部の設置 

＜変更内容＞ 総務部の法務機能、技術統括部の知的財産戦略・管理機能を統合し、 

「法務・知的財産部」とする。 

＜変更理由＞ 企業法務・知的財産戦略機能を強化する。 

 

２） タイ事業部、インドネシア事業部、アジア・オセアニア部の変更 

＜変更内容＞ 「タイ事業部」「インドネシア事業部」「アジア・オセアニア部」を再編し、「BRアセアン

戦略室」「タイ・インドネシア事業部」および「アジア・オセアニア部」とする。 

＜変更理由＞ アセアン事業の更なる競争力向上のため、戦略企画を強化する。併せて、タイとイ

ンドネシア事業、さらには周辺国の事業を一体でマネジメントする体制を構築する。 

 

３） BR デジタルデータ活用推進室の設置 

＜変更内容＞ ものづくり本部に本部長直轄の「BRデジタルデータ活用推進室」を設置する。 

＜変更理由＞ デジタルデータの全社横断での活用を推進するために組織体制を整備する。 

 

４） 車両実験部、車両モジュール実験部の変更 

＜変更内容＞ 「車両実験部」「車両モジュール実験部」を再編し、「実験統括部」および「車両実験

部」とする。 

＜変更理由＞ 車両実験および車両モジュール実験の共通業務を統合することにより、業務効率

向上と体制強化を図る。 

 

５） シャシ生技部とユニット生技部の変更 

＜変更内容＞ 「シャシ生技部」と「ユニット生技部」を統合し、「ユニット生技部」とする。 

＜変更理由＞ 生産技術関連組織を統合することにより、業務効率向上と体制強化を図る。 

 

６） 羽村工場組立部の変更 

＜変更内容＞ 「羽村工場組立部」を「羽村工場小型トラック組立部」と「羽村工場SUV組立部」に 

分割する。 

＜変更理由＞ 組織に属する人員数を見直し、管理体制を強化する。 

 

７） TQM推進室の変更 

＜変更内容＞ 「TQM推進室」を「TQM推進部」に改称する。 

＜変更理由＞ 現場力向上・SQC・職場活力支援を強化するため、組織体制を見直す。 
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２． 役員・参与の異動 

１） １月31日付 役員の異動 

（１） 退任専務役員 

氏名 

田中 一春 

 

（２） 退任常務役員 

氏名 備考 

北沢 啓一 技監に就任予定 

 

２） ２月１日付 役員・参与の異動 

（１） 新任副社長 

氏名 新役職 現役職 

榧木 寛雄 副社長 専務役員 

 

（２） 新任専務役員 

氏名 新役職 現役職 

松岡 茂裕 専務役員 常務役員 

小俣 英之 専務役員 常務役員 

 

（３） 新任常務役員 

氏名 新役職 現役職 

長久保 賢次 常務役員 株式会社トランテックス 専務取締役 

菅沼 庄二 常務役員 参与 

永澤 收 常務役員 製品開発部チーフエンジニア 

野村 賢司 常務役員 
日野モータース マニュファクチャリ

ング U.S.A.株式会社 副社長 

松川 徹 常務役員 関連事業部 部長 

 

（４） 新任上級参与 

氏名 現役職 

前田 博之 参与 

北村 肇 参与 

原田 望 ― 
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（５） 新任参与 

氏名 現役職 

奥山 宏和 ADAS開発部 部長 

塩澤 俊哉 サービス部 部長 

香川 雅英 TS企画部 部長 

平井 明彦 羽村工場機械部 部長 

志賀 得一 グローバル人財開発部 部長 

山根 良和 グローバル生産・補給物流部 部長 

 

３） ３月31日付 役員の異動 

・退任副社長 

氏名 

野口 由典 

 

４） ４月１日付 役員の異動 

・新任専務役員 

氏名 新役職 現役職 

渡部 雅成 専務役員 九州日野自動車株式会社 取締役社長 
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＜ご参考＞ 2019年４月１日付の役員体制 （内定） 

      ・取締役（10名）  

役職 氏名 

代表取締役会長 市橋 保彦 

代表取締役社長 

最高経営責任者 
下 義生 

取締役 毛利 悟 

取締役 牟田 弘文 

取締役 遠藤 真 

取締役 中根 健人 

取締役 佐藤 真一 

取締役 萩原 敏孝 ※ 

取締役 吉田 元一 ※ 

取締役 寺師 茂樹 

※会社法に定める社外取締役 

 

    ・監査役（４名） 

役職 氏名 

常勤監査役 前田 義秀 

常勤監査役 山本 瑞穂 

社外監査役 北村 敬子 ※ 

社外監査役 中島 正博 ※ 

※会社法に定める社外監査役 

 

    ・副社長（４名）  

役職 氏名 

副社長 ※ 毛利 悟 

副社長 ※ 牟田 弘文 

副社長 ※ 遠藤 真 

副社長 ◇ 榧木 寛雄 

※取締役を兼務、◇2019年２月１日付新任 
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・専務役員（11名） 

役職 氏名 

専務役員 鈴木 敏也 

専務役員 皆川 誠 

専務役員 久田 一郎 

専務役員 中澤 晃一 

専務役員 ※ 中根 健人 

専務役員 伊原 美樹 

専務役員 仙波 洋 

専務役員 ※ 佐藤 真一 

専務役員 ◇ 松岡 茂裕 

専務役員 ◆ 渡部 雅成 

専務役員 ◇ 小俣 英之 

※取締役を兼務、◇2019年２月１日付新任、◆2019年４月１日付新任 

 

・常務役員（24名） 

役職 氏名 

常務役員 江原 和司 

常務役員 ◇ 長久保 賢次 

常務役員 木村 巌 

常務役員 井上 雅央 

常務役員 小野 匡弘 

常務役員 保田 俊朗 

常務役員 三浦 聡 

常務役員 大野 敬 

常務役員 水越 雅通 

常務役員 山手 昇 

常務役員 柏木 拓郎 

常務役員 阿曽 雅弘 

常務役員 河崎 俊哉 

常務役員 中村 伸 



 

 

 

（７／１３） 

役職 氏名 

常務役員 ソムチャイ プラインケァウ 

常務役員 玉木 豊久 

常務役員 通阪 久貴 

常務役員 山敷 恵 

常務役員 中野 靖 

常務役員 西原 正人 

常務役員 ◇ 菅沼 庄二 

常務役員 ◇ 永澤 收 

常務役員 ◇ 野村 賢司 

常務役員 ◇ 松川 徹 

◇2019年２月１日付新任 

 

３． 役員・参与の担当 

１） ２月１日付 役員・参与の担当 

（１） 本部 

本部 本部長・副本部長・統括 

地域・事業本部 ・本部長： 毛利 悟 （副社長） 

 ・副本部長： 久田 一郎 （専務） 

 《統括》 

 ・日本事業統括：  毛利 悟 （副社長） 

 ・アセアン事業統括： 榧木 寛雄 （副社長） 

 ・北米事業統括：  松岡 茂裕 （専務） 

 ・中国事業統括、中国総代表： 保田 俊朗 （常務） 

ものづくり本部 ・本部長： 牟田 弘文 （副社長） 

 ・副本部長： 皆川 誠 （専務） 

 ・副本部長： 伊原 美樹 （専務） 

 

《統括》 

・工場統括：    小俣 英之 （専務） 

<工場統括付> 川浪 広勝 （上級参与） 

先進技術本部 ・本部長： 遠藤 真   （副社長） 
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本部 本部長・副本部長・統括 

コーポレート本部 ・本部長： 中根 健人 （専務） 

 《統括》 

 ・渉外・法務統括： 鈴木 敏也 （専務） 

 

（２） 領域 

本部 領域 領域長 副領域長 

地域・事業本部 事業企画 河崎 俊哉 （常務） ― 

 日本事業 河崎 俊哉  （常務） ― 

 豪亜事業 久田 一郎   （専務） 松川 徹 （常務） 

 北米事業 山敷 恵     （常務） ― 

 中国事業 三浦 聡     （常務） ― 

 中南米営業 山敷 恵     （常務） ― 

 地域営業 金子 修一   （参与） ― 

 コーポレート営業 金子 修一   （参与） ― 

 TS 山敷 恵   （常務） 

塩澤 俊哉  （参与） 

香川 雅英  （参与） 

<領域長付> 

原田 望  （上級参与） 

ものづくり本部 安全・環境 皆川 誠     （専務） ― 

 製品開発 長久保 賢次 （常務） 永澤 收    （常務） 

 第１開発・設計 井上 雅央   （常務） 安田 武    （参与） 

 第２開発・設計 伊原 美樹   （専務） ― 

 第３開発・設計 小野 匡弘   （常務） ― 

 実験 庄山 幸司   （参与） ― 

 原価企画 中野 靖     （常務） ― 

 調達 仙波 洋     （専務） 西原 正人  （常務） 

 生産技術 菅沼 庄二   （常務） ― 

 生産企画・管理 野村 賢司   （常務） ― 

 生産物流・補給物流 山根 良和   （参与） ― 

 日野工場 （工場長） 川浪 広勝 （上級参与） ― 
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本部 領域 領域長 副領域長 

ものづくり本部 

 

羽村工場 

（工場長・副工場長） 
大山 彰   （上級参与） 平井 明彦  （参与） 

 
新田工場 

（工場長・副工場長） 
小俣 英之  （専務） 登坂 明弘  （参与） 

 
古河工場 

（工場長・副工場長） 
阿曽 雅弘  （常務） 大友 仁    （部長級） 

先進技術本部 先進技術 通阪 久貴   （常務） 奥山 宏和  （参与） 

コーポレート本部 戦略・企画 山手 昇    （常務） ― 

 新事業 山手 昇     （常務） ― 

 財務・経理・IT 佐藤 真一   （専務） 松川 徹    （常務） 

 総務・人財開発 柏木 拓郎   （常務） 志賀 得一  （参与） 

 渉外・広報 木村 巌    （常務） 橋本 博    （参与） 

（社長直轄） 商業CASE 山手 昇     （常務） ― 

― 品質保証 玉木 豊久   （常務） 北村 肇   （上級参与） 

 学園 柏木 拓郎   （常務） ― 

 内部監査 木村 巌     （常務） 井上 智子  （参与） 

 

（４） 役員の海外現地法人担当 

氏名 担当 

榧木 寛雄 （副社長） 

日野モータース セールス インドネシア株式会社 

日野モータース マニュファクチャリング インドネシア株式会社 

日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社 

日野モータース セールス タイランド株式会社 

中澤 晃一 （専務） 
日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社 

日野自動車（中国）有限会社 

松岡 茂裕 （専務） 

日野モータース セールス U.S.A.株式会社 

日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 

日野モータース カナダ株式会社 

江原 和司 （常務） 日野モータース マニュファクチャリング インドネシア株式会社 

保田 俊朗 （常務） 

広汽日野自動車有限会社 

上海日野エンジン有限会社 

日野自動車（中国）有限会社 
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氏名 担当 

大野 敬   （常務） 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 

水越 雅通 （常務） 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 

中村 伸   （常務） 日野モータース セールス タイランド株式会社 

ソムチャイ プラインケァウ（常務） 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社 

 

（５） 上級参与の領域長・副領域長以外の担当 

氏名 担当 

前田 博之 日野自動車（中国）有限会社 出向／製品開発部 チーフエンジニア 

原田 望 日野モータース セールス メキシコ株式会社 出向 

 

（６） 参与の領域長・副領域長以外の担当 

氏名 担当 

杠 正友 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 出向 

根岸 秀夫 調達領域長付 

松下 哲夫 車両物流・補給物流領域長付、羽村工場長付 

古川 健二 株式会社武部鉄工所 出向 

小林 弘之 調達領域長付 

熊坂 正弘 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社 出向 

柴垣 勇 九州日野自動車株式会社 出向 

赤江 雅彦 日野モータース ベネズエラ株式会社 出向 

武正 伸一 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 出向 

山口 公一 製品開発部 チーフエンジニア 

 

 

２） ４月１日付 役員の担当変更 

    下線部は変更点を表す 

本部 統括 

地域・事業本部 《統括》 

 ・日本事業統括：  渡部 雅成 （専務） 
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４．部長級・部長職の異動 

１） １月１日付 部長級の任命 

氏名 内容 

永田 浩司 トヨタ自動車株式会社より出向し、欧阿・中東部 主査 

二村 賢司 総務部法務室 主査 

 

２） ２月１日付 部長職・チーフエンジニアの異動、部長級への昇格 
○ 部長級への昇格者を示す 

※ 担当する役職に変更無し 

氏名 異動内容 

梅村 幸生 ○ 新事業企画部 部長 ※ 

三好 克浩 ○ 商業 CASE推進部 事業企画グループ グループ長 ※ 

佐藤 宣嘉 ○ コーポレート戦略部 コーポレート戦略室 主査 ※ 

輿水 学 ○ コーポレート戦略部 中長期企画室 室長 

田村 健二  関連事業部 部長 

二村 賢司  法務・知的財産部 部長 

内田 真人  営業統括部 部長 兼 需給管理部 部長 

小堤 史彦  商品計画部 部長 

尾野 聡 ○ 架装･特装部 部長 ※ 

今井 雅章 ○ 地域担当部 東海地区担当部長 ※ 

大野 良樹 ○ 特販部 部長 ※ 

渡邊 公雄  BRアセアン戦略室 室長 

正木 敬夫 ○ BRアセアン戦略室 主査 

岩本 顕  タイ・インドネシア事業部 部長 

望月 正朗  アジア・オセアニア部 部長 

河村 祐三子  北米事業部 部長 

鈴木 徹也 ○ 中国事業部 部長 

佐藤 陽一  中南米部 部長 

永田 浩司  欧阿・中東部 部長 

速水 和男  TS企画部 部長 

永平 誠  情報企画部 部長 



 

 

 

（１２／１３） 

氏名 異動内容 

佐藤 重夫 ○ 部品部 部長 

大西 孝博  材料開発部 部長 

宮下 敏明  BRデジタルデータ活用推進室 室長 

田村 理 ○ 車両企画部 副部長 

櫻田 守  製品開発部 副部長 兼 チーフエンジニア 

中田 茂 ○ 製品開発部 チーフエンジニア※ 

山本 雅章  製品開発部 チーフエンジニア 

山本 道明 ○ デジタル開発推進部 部長 ※ 

山本 繁  ボデー設計部 部長 

山口 賢一  ボデー設計部 副部長 

南部 勇人 ○ シャシ設計部 サスペンション設計室 室長 ※ 

石島 崇 ○ 応用車開発推進部 部長 ※ 

佐野 貴弘 ○ エンジン設計部 副部長 ※ 

雲 雅二 ○ エンジン設計部 チーフエンジニア ※ 

前田 剛  ドライブトレーン設計部 チーフエンジニア 

日野 進 ○ 電子･電装設計部 部長 ※ 

伊藤 直  大中型トラック開発推進部 部長 

大竹 敏広  実験統括部 部長 

内野 忠行 ○ 車両実験部 部長 

平野 正彦  車両実験部 副部長 

佐藤 一彦 ○ パワートレーン実験部 副部長 

坂口 裕一 ○ 原価企画推進部 モジュール原価企画室 室長 ※ 

永塚 満 ○ 第１調達部 コストエンジニアリング調達室 室長 ※ 

西田 智之  第２調達部 部長 

渡辺 克弘  車両生技部 部長 

竹田 崇 ○ 工機生技部 部長 

江山 創一  ユニット生技部 部長 

木下 聡 ○ 組立物流生技部 組立生技室 室長 ※ 

橋詰 隆志  生産企画部 部長 



 

 

 

（１３／１３） 

氏名 異動内容 

岩浪 信義 ○ 生産企画部 生産･供給企画室 室長 ※ 

上野 享祐 ○ グローバル生産・補給物流部 部長 

荻野 和治  羽村工場工務部 部長 

岸 靖治 ○ 羽村工場品質管理部 部長 ※ 

高岸 智弘  羽村工場機械部 部長 

小林 昌則 ○ 羽村工場車体部 部長 ※ 

小高 敏  羽村工場小型トラック組立部 部長 

菊池 竜也  羽村工場ＳＵＶ組立部 部長 

山北 英幸  新田工場工務部 部長 

中村 亮一 ○ 新田工場工務部 次長 

渡邉 勝紀  古河工場工務部 部長 

石川 昭雄  古河工場組立部 副部長 

徳吉 彰  TQM推進部 部長 

黒木 俊昭  品質保証部 部長 

澤田 茂美  品質保証部 副部長 

伊藤 敦  お客様品質部 部長 

加島 竜 ○ 内部監査部 部長 

小野澤 禎之 ○ EV C.A. Spirit 株式会社 出向 ※ 

高橋 満 ○ 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社 出向 

市川 康太郎 ○ 日野モータース セールス インディア株式会社 出向 ※ 

芝崎 保彦 ○ 日野モータース マニュファクチャリング U.S.A.株式会社 出向 ※ 

以  上 


