
 
 

2021 年 6 月 30 日 

 

組織変更、役員の担当変更および人事異動について 
 
株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、社長：有馬 浩二）は、以下のとおり 7 月 1 日付で組織変

更、役員の担当変更および人事異動を実施します。 

 

 

Ⅰ. 組織変更 

モノづくりにおける急激な環境変化への迅速かつ柔軟な対応力をさらに強化するため、「モノづく

りグループ」を新設し、グループ内に「生産技術開発センター」「グローバル生産調達センター※」

「インダストリアルソリューション事業部」を配置。 

※グローバル生産センターを名称変更。 

 

1. DX 推進体制の確立 

・モノづくりグループ直下にモノづくり全体の DX をけん引する「モノづくり DX 推進部」を、また、

DX に適した人材と組織開発を推進する「モノづくり人財・組織開発室」を新設。 

 

2. 調達および供給リスクに備えた体制の整備 

・グローバル生産調達センター内に、リスクの予兆管理および耐性強化の仕組みづくりを担う

「BCP 戦略室」を新設。 

 

3. ソフトウェア調達力の強化 

・グローバル生産調達センター内に、CASE や MaaS の進展に対応するソフトウェア領域の調達

戦略の立案や、取引先とのパートナーシップ強化などを担う「ソフトウェア調達室」を新設。 

 

 

Ⅱ.役員の担当変更         

太字下線部：変更 

氏名 新担当 現担当 

下川 勝久 

CMzO、モノづくりグループ長、イン

ダストリアルソリューション事業部

長 

CMzO、生産技術開発センター・グローバル

生産センター担当、インダストリアルソリュ

ーション事業部長 

飯田 康博 グローバル生産調達センター長 グローバル生産センター長 

 2 名 

 

 

 



 

Ⅲ. 人事異動 

1. 執行幹部の異動 

太字下線部：変更 

氏名 新担当 現担当 

山内 豊 

グローバル生産調達センター統括部長

(生産管理部・生産調査部・コアスキル開

発部・取引先モノづくり基盤強化担当) 

生産グループ長 

田尾 吉伸 

グローバル生産調達センター統括部長

（BCP 戦略室・ソフトウェア調達室・電子

部品調達部・半導体戦略担当） 

調達グループ副グループ長 

矢頭 裕貴 

ソリューション営業グループ改革プロジェ

クト担当、(株)デンソーソリューション CPO

（Chief Project Officer） 

ソリューション営業グループ改革プロジェク

ト担当 

永谷 康一 モノづくりグループＤＸ化推進担当 
生産技術開発センター材料・加工・研究開

発担当 

新竹 敦 

ソリューション営業グループ長、カスタマ

ーサービス技術部担当、中東・アフリカ担

当、(株)デンソーソリューション会長 

ソリューション営業グループ長、カスタマー

サービス技術部担当、中東・アフリカ担当 

西畑 慎也 
モノづくりグループモノづくり人財開発担

当 

生産技術開発センター 生産技術人材育

成・製造技術教育担当 

黒川 英一 
メカトロニクスコンポーネント事業部長、セ

ンシングシステム事業部長 

メカトロニクスコンポーネント事業部長、セ

ンシングシステム事業部担当 

大谷 篤史  
生産技術開発センター研究開発・社外連

携担当 

生産技術開発センター研究開発・DX 化推

進担当 

松岡 直樹 

エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ統括部長（製造領域[安城・広瀬]）、

エレクトリフィケーションシステムモノづくり

開発部担当 

エレクトリフィケーションシステム事業グル

ープ統括部長（製造領域[安城・広瀬]） 

9 名 

 

2. 部門長の異動 

氏名 新担当 現担当 

加藤 伸 
法務・渉外・広報本部 リスクマネジメント

推進室長 
資材設備調達部長 

安達 和広 
法務・渉外・広報本部 リスクマネジメント

推進室 担当次長 

法務・渉外・広報本部 リスクマネジメント

推進室長 

村瀬 淳 
人事企画部 担当部長 兼 総務部 担当

部長 
生産調達企画部長 

黒山 真澄 
モノづくりグループ モノづくり人財・組織

開発室長 

生産技術部 モノづくり統括室 生革Ｃ企

画課長 

斎藤 賢宏 モノづくり DX 推進部長 生産技術部長 

鵜飼 泰宏 
グローバル生産調達センター BCP 戦略

室長 
生産調達企画部 調達戦略室長 

川原 拓治 
グローバル生産調達センター ソフトウェ

ア調達室長 
資材設備調達部 ソフト調達室長 

小野 敏英 生産調達企画部長 計測技術部長 

内田 敦史 調達 DX 改革部長 調達業務改革部長 



新谷 誠 電子部品調達部長 電子部品調達部 調達 1 室長 

中條 喜之 資材設備調達部長 電子部品調達部長 

竹内 慎太郎 

インダストリアルソリューション事業部 統

括部長(技術統括) 兼 インダストリアルソ

リューション事業部 インダストリアルソリ

ューションビジネス開発室長 

インダストリアルソリューション事業部 統

括部長(技術統括) 

多田 映一 

インダストリアルソリューション事業部 統

括部長(営業統括) 兼 インダストリアルソ

リューション事業部 インダストリアルソリ

ューション営業室長 

インダストリアルソリューション事業部 統

括部長(営業統括) 

長坂 勝巳 
インダストリアルソリューション事業部 D-

Cell プロジェクト室長 
工機部長 

中村 哲 工機部長 
工機部 インダストリアルソリューション技

術室長 

神谷 明宏 
メカトロニクスコンポーネント品質保証部

長 

メカトロニクスコンポーネント技術 1 部 第

4 設計室長 

大庭 直樹 
メカトロニクスコンポーネント品質保証部 

第 1 品質保証室長 

メカトロニクスコンポーネント品質保証部

長 

橘 誠治 
エレクトリフィケーションモノづくり開発部

長 

エレクトリフィケーション機器製造 1 部 生

産技術開発室長 

石山 弘 
エレクトリフィケーション機器先行開発部

長 
エレクトリフィケーション機器技術 1 部長 

井ノ下 龍介 
エレクトリフィケーション機器先行開発部 

技術企画室長 

エレクトリフィケーションコンポーネント事

業部 エレクトリフィケーション機器技術企

画室長 

野澤 奈津樹 エレクトリフィケーション機器技術 1 部長 
エレクトリフィケーション機器技術 1 部 第

1 技術室長 

平野 尚彦 センシングシステム事業部 統括部長 センシングシステム事業部長 

外岡 慎吾 (株)デンソーソリューション 出向 自動車&ライフソリューション部長  

 23 名 

 

  以 上  


