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人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、2020年３月16日付にて下記のとおり人事異動を行いましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．役員の異動 
新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

社長補佐 

 

社長補佐、管理統括本部 担当 

 

代表取締役副社長 

    合田   修 

社長補佐 

 

社長補佐、守山事業所長 

 

代表取締役副社長 

    堀田  佳伸 

営業統括本部 特命担当 

 

 

 

舶用統括事業部長、東京支社長、

販売統括部・環境エネルギー統括

事業部・技術提携推進室・ＣＳ推

進事業部 担当 

取締役常務執行役員 

    寺岡  勇 

生産購買統括本部長 

 

生産購買統括本部長、守山工場長、

姫路工場長、生産管理部長 

取締役常務執行役員 

    浅田  英樹 

管理統括本部長 
 

管理統括本部長、経理室長、ダイ

バーシティ推進室長 
取締役常務執行役員 

水科  隆志 

守山事業所長、技術統括本部 特命

担当、アルミホイール部 担当 

技術統括本部、アルミホイール部 

担当 

取締役常務執行役員 

難波  伸一 

 

２．執行役員の異動 
新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

営業統括本部長、技術提携推進室

担当 

舶用統括事業部 副事業部長、販売

統括部長 

常務執行役員 

    佐長  利記 



新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

技術統括本部 技術第二部長 

 

技術統括本部 技術第一部長 

 

執行役員 

    坂東  哲也 

営業統括本部 環境エネルギー事

業部長、東京支社長 

環境エネルギー統括事業部長 

 

執行役員 

    花牟禮  隆 

技術統括本部 技術第一部長 

 

技術統括本部 技術第二部長 

 

執行役員 

    川野  修司 

生産購買統括本部 守山工場長、姫

路工場長 

生産購買統括本部 副本部長 

 

執行役員 

    若宮   勲 

営業統括本部 ＣＳ推進事業部長 

 

ＣＳ推進事業部長 

 

執行役員 

    浜   匡輝 

管理統括本部 副本部長、経理室長 

 

管理統括本部 経理室 副室長 

 

執行役員 

    南   俊次 

日本ノッズル精機（株） 

 

日本ノッズル精機（株）出向 

 

 

    上村  雄一 

 

３．理事の異動 
新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

ダイハツディーゼル東日本（株） 

 

環境エネルギー統括事業部 副事

業部長、東部プラント営業部長 

理事 

    東野  博好 

 

４．部長以上の異動 
新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

管理統括本部 労政安全室長、ダイ

バーシティ推進室長 

管理統括本部 安全衛生管理室長、

人事室長 

 

    後藤  知之 

管理統括本部 総務室長 

 

管理統括本部 ダイバーシティ推

進室 主査 

 

栗田  貴子 

管理統括本部 人事室長 

 

管理統括本部 総務室長 

 

 

    岸   広信 

品質保証部長 
 

品質保証部 副部長 
 

 
    松久  和央 

営業統括本部 販売企画戦略室長 
 

販売統括部 副部長 
 

 
    田中  雅弘 

営業統括本部 ＣＳ推進事業部 グ
ローバルサービス部長 

ＣＳ推進事業部 グローバルサー

ビス部長 
 
    下村  秀一 

   



   

新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

営業統括本部 ＣＳ推進事業部 グ
ローバル部品部長 

ＣＳ推進事業部 グローバル部品

部長 
 
    吉村  博信 

営業統括本部 環境エネルギー事

業部 東部プラント営業部長 

ダイハツディーゼル東日本（株）

出向 

 

    松村  直彦 

営業統括本部 環境エネルギー事

業部 西部プラント営業部長 

環境エネルギー統括事業部 プラ

ント営業部長 

 

    本塚  功二 

営業統括本部 舶用事業部長 

 

舶用統括事業部 国内舶用営業部

長 

 

    前田  足穂 

営業統括本部 舶用事業部 国内舶

用営業部長 

販売統括部 副部長 

 

 

    三浦 雄一郎 

営業統括本部 舶用事業部 海外舶

用営業部長 

舶用統括事業部 海外舶用営業部

長 

 

    橋口  隆之 

営業統括本部 エンジニアリング

センター長 

環境エネルギー統括事業部 施工

管理部長 

 

    北村  玲宏 

技術統括本部 技術企画戦略室長 

 

技術統括本部 副部長 

 

 

    花本  健一 

技術統括本部 ＩｏＴソリューシ

ョン推進室長、システム設計室長 

技術統括本部 ＩｏＴソリューシ

ョン推進室長、システム設計部長 

 

    中條  淳也 

技術統括本部 ＱＣＴ室長 

 

技術統括本部 技術第一部 主管 

 

 

    水野  雅央 

生産購買統括本部 生産管理部長 

 

生産購買統括本部 守山工場 生産

技術部長 

 

    増田  貴彦 

生産購買統括本部 品質管理部長 

 

生産購買統括本部 守山工場 品質

管理部長 

 

    道本  修司 

生産購買統括本部 守山工場 総務

部長 

生産購買統括本部 生産管理部 主

管 

 

    川瀬  隆史 

生産購買統括本部 守山工場 生産

技術部長 

生産購買統括本部 守山工場 製造

部 組立課長 

 

    宇野  研三 

管理統括本部 経営企画室 副室長 

 

管理統括本部 中計戦略推進室長、 

経営企画室 副室長 

 

    原田  尚也 

品質保証部 参事 

 

品質保証部長 

 

 

    田中  博文 

   

   



   

新所属・役職 旧所属・役職 氏名 

営業統括本部 環境エネルギー事

業部 主管 

環境エネルギー統括事業部 プラ

ント技術営業部長 

 

    加藤  正樹 

ダイハツディーゼル姫路（株）出

向 

生産購買統括本部 守山工場 総務

部長 

 

    中尾   茂 

以 上 


