
２０２０年１２月２５日 

（１／３） 

幹部職の人事異動について 

ダイハツ工業（株）は、２０２１年１月１日付で下記の通り、幹部職の昇格・人事異動を行う。 

記 

１．幹部職の昇格 

氏名 役職 

新田 隆次 新規事業戦略室 室長 

京塚 秀雄 人事室 室長 

松本 隆之 製品企画部 Ｃ・Ｅ 

齋藤 寛 ＢＲ ｅ－ＤＮＧＡ室 室長 

橋目 譲 電子技術部 部長 

内田 克己 パワートレーン先行開発部 駆動・ＨＶ先行開発室（久留米）室長 

西野 徹雄 調達部 調達企画室 室長 

橋向 元 生産管理部 生産企画室 室長 

閑戸 大樹 生産管理部 新車進行管理室 室長 

岸 由紀夫 滋賀（竜王）工場 第１製造部 部長 

田代 勝己 国内企画部 宣伝室（東京駐在）室長 

瀬戸口 学 品質保証部 副部長 

紙野 英之 ＥＣＣ製品企画部 Ｃ・Ｅ 

西原 裕喜 海外業務部 業務推進室 室長 

田中 裕之 ライフモビリティ研究部（久留米）部長 

小泉 功 ＜出向＞ダイハツ九州株式会社 



（２／３） 

２．幹部職（副本部長級）の異動 

氏 名 新 旧 

石附 郁 
国内営業本部 副本部長 

ＶＣ事業部 部長 
トヨタ自動車（株） 

 

 

３．幹部職の異動 

氏 名 新 旧 

片岡 浩 ＢＲ－特命チーム チーム長 技術管理部 部長 

片山 英則 総合戦略室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 
コーポレート企画室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

ＢＥＶ開発室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

山田 泰 総合戦略室 室長 コーポレート企画室 室長 

有田 秀樹 ＬＹＵ・ＳＤＧｓ・環境推進室 室長 環境室 室長 

清水 政彦 安全健康推進室 センター長 安全・健康推進室 副センター長 

美濃出 正人 コネクティッド企画開発室 室長 コネクティッド戦略室 室長 

佐藤 耕 

コネクティッド企画開発室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

新規事業戦略室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

ＢＲ技術戦略室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

コネクティッド戦略室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

製品企画部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

近藤 俊夫 技術管理部 部長 監査部 部長 

阪本 和俊 
ＢＲ ｅ－ＤＮＧＡ室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

ＢＲ技術戦略室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

ＢＲ商用一括企画チーム チーム長 

ＢＲ新商品コンセプトチーム Ｅ・Ｃ・Ｅ 

製品企画部 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

喜夛 功 
車両生技部 部長 

車両生技部 車両ものづくり開発室 室長 
車両生技部 部長 

田原 義則 工務部（京都駐在）部長 
本社（池田）・京都工場 

工務部（京都駐在）部長 

宮原 剛 車両品質管理部 部長 
本社（池田）・京都工場 

品質管理部 部長 

吉野 恵実 営業開発部 部長 地域とつながる推進室（東京駐在）室長 

井内 克志 営業開発部 デジタル企画開発室 室長 営業基盤開発部 デジタル企画開発室 室長 

中村 英之 流通企画部 主査 国内営業本部 主査 

井上 善樹 流通企画部 主査 部品部 部長 

野口 隆司 流通企画部 主査 部品部 主査 

池原 勉 国内企画部 部長 国内営業部 部長 

 

 



（３／３） 

３．幹部職の異動（つづき） 

福田 昭夫 
法人営業部（東京駐在）部長 

法人営業部 法人事業室 室長 
法人営業部（東京駐在）部長 

原田 雅人 新興国小型車カンパニー本部 主査 事業・商品企画部 商品企画室 室長 

堀尾 朋代 インドネシアＰＪＴＧ 主査 海外事業部 事業室 室長 

清水 亘 商品・事業企画部 商品企画室 主査 部品部 海外用品開発室 室長 

山田 雅之 海外業務部 営業室 室長 海外事業部 営業室 室長 

小林 丈郎 
ライフモビリティ研究部 

モビリティとサービス研究室（久留米）室長 

ライフモビリティ研究部 

モビリティとサービス研究室 主査 

平田 博保 
ライフモビリティ研究部 

モビリティとサービス研究室 Ｅ・Ｃ・Ｅ 
くらしとクルマの研究所 Ｅ・Ｃ・Ｅ 

池辺 聡志 ＜出向＞京都ダイハツ販売（株） ＜出向＞琉球ダイハツ販売（株） 

加藤 憲志 ＜出向＞琉球ダイハツ販売（株） 国内企画部 部長 

上野 裕紀 ＜出向＞アストラダイハツモーター（株） 製品企画部 原価企画室 主査 

高井 良之 ＜出向＞トヨタダイハツＥ＆Ｍ（株） ＥＣＣ製品企画部 副部長 

藤本 光司 ＜出向＞トヨタダイハツＥ＆Ｍ（株） 新興国小型車カンパニー本部 主査 

東山 雅明 ＜出向＞トヨタダイハツＥ＆Ｍ（株） 事業・商品企画部 主査 

 

 

以 上 

 

 

 


