
２０１７年１２月２８日 

（１/３） 

    組織改正について 
ダイハツ工業（株）は、２０１８年１月１日付で、下記の通り組織改正および新興国小型車カンパニ

ーの体制変更を実施する。また、理事、Ｍ３（部長クラス）の昇格・異動を下記の通りとする。

記 

１．１月１日付 組織改正 

（１）コーポレートユニット

＜新組織＞ ＜旧組織＞

コーポレートユニット コーポレートユニット

コーポレート企画センター コーポレート企画センター

コーポレート企画部 コーポレート企画部

ＮＥＸＴモビリティー企画部     モノづくり企画部

コネクティッド推進室 【新設】

（２）ＤＮＧＡユニット

＜新組織＞ ＜旧組織＞

ＤＮＧＡユニット ＤＮＧＡユニット

生技製造本部 生技製造本部

生産企画部     グローバル生産企画部

ユニット生技部 生産技術部

車両生技部

（３）新興国小型車カンパニー ※下線部のみ変更

新興国小型車カンパニー 

Chairman ：取締役会長 三井 正則 

President 兼 新興国小型車 商品･事業企画部長：トヨタ自動車株式会社 常務役員 前田 昌彦※１

※１：２０１８年１月１日付にて就任予定。

Chief Technical Officer ：取締役（専務執行役員） 松林 淳 

名称変更

名称変更

組織変更



（２/３） 

２. 理事の異動 

氏 名 新 旧 

小松 栄一 エンジン開発部 部長  エンジン開発部 主査 

小鷹 剛 エンジン開発部 主査  エンジン開発部 部長 

中山 肇 

車両生技部 部長 兼  

新興国小型車 商品・事業企画部 

主査 

＜出向＞ダイハツ九州株式会社 

 

３. Ｍ３（部長クラス）の異動  

氏 名 新 旧 

佐藤 耕 ＮＥＸＴモビリティー企画部 副部長  モノづくり企画部 副部長 

平田 博保 

ＮＥＸＴモビリティー企画部 

スマートモビリティー企画室 

Ｅ・Ｃ・Ｅ 兼 未来開拓室 主査   

モノづくり企画部 

スマートモビリティー企画室 

Ｅ・Ｃ・Ｅ 兼 未来開拓室 主査  

美濃出 正人 

コネクティッド推進室 室長 兼 

ＮＥＸＴモビリティー企画部 

スマートモビリティー企画室 主査   

グローバルＣＳ企画部 

情報コネクティッド室 室長 兼 

モノづくり企画部 

スマートモビリティー企画室 主査  

石倉 幸司 車両開発部 部長  
車両開発部 部長 兼 

車両開発部 車両開発企画室 室長  

山田 泰 
車両開発部 車両開発企画室 室長 兼 

ＤＮＡプロセス改革チーム 主査   

車両開発部 車両開発企画室 主査 兼 

ＤＮＡプロセス改革チーム 主査  

松井 千典 ＱＣＴ ユニット品質室 室長  ＱＣＴ ユニット品質室 主査 

藤本 光司 技術統括部 部長  技術統括部 主査 

四方 淳 技術統括部 東京技術室 主査  技術統括部 部長 

難波 伸一 
エンジン開発部 第２エンジン開発室 

Ｅ・Ｃ・Ｅ  

エンジン開発部 第２エンジン開発室 

主査 

嶋本 雅夫 
駆動開発部 駆動先行開発室 

Ｅ・Ｃ・Ｅ  
駆動開発部 駆動先行開発室 主査 

原田 省吾 
生産企画部 部長 兼  

新興国小型車 商品・事業企画部 主査 

グローバル生産企画部 部長 兼  

新興国小型車 商品・事業企画部 主査 

山崎 康明 生産企画部 リソーセス管理室 主査  生産技術部 生技管理室 主査 

日野 克浩 
ユニット生技部 部長 兼  

新興国小型車 商品・事業企画部 主査 

生産技術部 部長 兼  

新興国小型車 商品・事業企画部 主査 

西村 典章 
グローバル生産推進センター  

生産調査室 主査  
グローバル生産推進センター 主査 

清水 亘 
グローバルＣＳ企画部  

海外部用品事業室 室長  

グローバルＣＳ企画部  

用品開発室 主査 

 



（３/３） 

３. Ｍ３（部長クラス）の異動 （続き） 

氏 名 新 旧 

廣岡 秀樹 品質保証部 保証室 室長  ＜出向＞プロドゥア・セールス株式会社 

井上 和宏 事業・商品部 商品企画室 主査  ＜出向＞プロドゥア・セールス株式会社 

松崎 洋 国内営業部 地域統括室 主査  本社（池田）・京都工場 工務部 部長 

増田 勝弘 ＜出向＞ダイハツ九州株式会社 生産技術部 車両生技室 主査 

 

４. Ｍ３（部長クラス）の昇格 

氏名 役職 

中村 仁之 コーポレート企画部 企画室 室長  

北野 恵睦 コーポレート企画部 ブランド・ＤＮＡ室 室長 

佐藤 耕 ＮＥＸＴモビリティー企画部 副部長 

中谷 信樹 経理室 主査 

小池 賢 広報・渉外室 室長 

若林 道之 デザイン部 第２デザイン室 室長 

藤本 光司 技術統括部 部長 

難波 伸一 エンジン開発部 第２エンジン開発室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

谷尻 裕之 駆動開発部 駆動先行開発室 室長 

岡田 康幸 調達部 調達企画室 室長 

芦谷 秀之 サービス部 部長 兼 ＤＮＧＡ品質企画部 主査  

松崎 洋 国内営業部 地域統括室 主査 

増田 勝弘 ＜出向＞ダイハツ九州株式会社 

清水 康治 ＜出向＞アストラダイハツモーター株式会社 
 

以上 


