
『発令の日』  平成２４年４月１日

『人事異動』（91件）

新職 旧職 継続職 氏名

▽機械総括部長 （機械事業本部統括部長） ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ

吉田 晴行

▽機械総括部 機械業務室長 （機械事業本部業務部長） ｺﾃﾞﾗ ｲﾁｽｹ

小寺 一介

▽機械総括部 機械海外総括室長 （機械海外総括部長） ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ

滝川 英雄

▽水・環境購買部長 （水・環境システム事業本部購買部長） ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ

米田 安孝

▽水・環境購買部 （上下水エンジニアリング調達部長） ｷﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

北口 英男

〔農業機械総合事業部〕

▽農機事業推進部長 （トラクタ事業推進部長） ﾋﾔﾏ ﾔｽﾋｺ

檜山 泰彦

▽農機国内総括部長 （機械営業本部副本部長兼 機械東日本事務所長） ｲｲﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ

飯塚 智浩

▽アグリソリューション推進部長 （機械営業総括部長） ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾐﾂ

石橋 善光

▽農機国内管理部長 （機械営業管理部長） ﾂﾙｵｶ ﾏｻﾄｼ

鶴岡 雅俊

▽系統推進部長 ﾓﾘﾄｳ ﾏｻﾀｶ

森藤 雅隆

▽トラクタ海外営業部長 （韓国クボタ[株]社長） ﾂｼﾞﾔﾏ ﾘｮｳ

辻山 亮

▽作業機海外営業部長 （ドイツクボタ[有]社長） ﾊﾅﾀﾞ ﾄｼﾀｶ

花田 敏孝

▽コンバイン技術部長 （作業機技術第一部長） ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｲﾁ

南 龍一

株式会社 ク ボ タ

＊＊＊    人事異動    ＊＊＊

平成24年3月23日

1/6



新職 旧職 継続職 氏名

▽田植機技術部長 （作業機技術第二部長） ｵﾁ ﾘｭｳｼﾞ

越智 竜児

▽車両基礎技術部長 （車両技術統括部長） ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

富山 裕二

▽農機国内総括部 （機械営業本部[東日本]北海道地区長） ｸﾎﾞ ﾏﾓﾙ

久保 守

▽農機国内総括部 （機械営業本部[東日本]東北地区長） ｶﾝﾑﾘ ﾔｽｵ

冠 康夫

▽アグリソリューション推進部 （農業施設部長） ｵﾀﾞ ﾌﾐｱｷ

小田 文明

〔エンジン事業部〕

▽エンジン環境管理推進部長 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ

山口 義晴

▽エンジン営業部長 （クボタカナダリミテッド出向） ｵｷﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ

尾北 雅一

▽エンジン海外マーケティング部長 （エンジン営業部長） ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

松下 智一

▽エンジン技術部 （技術開発推進部長） ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

山田 修一

〔機械サービス本部〕

▽機械サービス企画推進部長 （関連商品業務部長） ﾀｶﾞ ﾁｱｷ

多賀 千明

▽機械品質保証ユニット長 機械日本品質部長 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾆｱｷ

本庄 邦章

▽機械海外品質部長 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾉﾘ 

中島 紹憲

▽部品ユニット長 部品マーケティング部長 ﾀｶｾ ｻﾄﾙ

高瀬 悟

〔機械開発本部〕

▽機械基礎研究部長 （機械研究第二部長） ﾅｶｲ ｼｮｳﾍｲ

仲井 章平

▽機械開発本部 （エンジン環境管理推進部長） ﾏﾂｲ ﾏｻｷ

松井 正樹
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新職 旧職 継続職 氏名

〔パイプシステム事業部〕

▽パイプシステム事業推進部長 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ

市川 孝

▽パイプシステム海外部長 （ポンプ海外部長） ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ

山田 裕彦

▽パイプシステム生産管理部長 （パイプシステム購買物流部長） ｵｸﾉ ﾀｶｼ

奥野 高志

▽パイプシステム営業部長 （パイプシステム西日本営業部長） ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

杉山 雅利

▽バルブ技術部長 （枚方製造所バルブ技術開発部長） ﾊﾞﾍﾞ ﾄﾓｷ

馬部 朋樹

▽バルブ製造部長 （枚方製造所バルブ製造部長） ﾁｶｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

近井 英幸

▽ポンプ製造部長 （ポンプ品質保証部長） ｶﾄｳ ﾀｶｼ

加藤 孝

▽ポンププラント部長 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ

山下 健一郎

▽パイプシステム事業推進部 （ポンプ企画部長） ﾊｼﾓﾄ ｲﾜｵ

橋本 巌

▽パイプシステム海外部 （パイプシステム海外事業推進部長） ｾﾄ ﾉﾎﾞﾙ

瀬戸 登

▽パイプシステム営業部 （プラント機器営業部長） ﾅﾜﾀ ｱｷﾗ

縄田 朗

▽パイプシステム営業部 （パイプシステム東日本営業部長） ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾏｻ

池田 安正

▽ポンププラント部 （枚方製造所ポンプエンジニアリング部長） ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

村山 靖洋

〔水処理事業部〕

▽水処理事業推進部長 （水処理システム企画部長） ﾂﾈﾏﾂ ﾏｻｼ

常松 正志

▽水処理システム営業部長 （上下水エンジニアリング営業部長） ﾏｷﾉ ﾖｼﾌﾐ

牧野 義史

▽水処理システム調達部長 ｶﾈｼﾅ ﾔｽﾋﾛ

兼品 泰宏
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新職 旧職 継続職 氏名

▽水処理システムＣＳ推進部長 ﾏｴﾔ ﾉﾌﾞｱｷ

前家 信朗

▽水処理システム技術部長 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ

中河 浩一

▽水処理システム建設部長 （上下水エンジニアリングＣＳ推進部長） ｲｼｲ ﾄｼｱｷ

石井 利明

▽滋賀工場長 （水・環境システム事業本部製造統括部長） ｷﾀﾅｶ ﾅｵｷ

北中 直樹

▽水処理システム技術部 （水処理海外営業技術部長） ｲｼﾊﾗ ﾀﾂﾋﾛ

石原 達弘

▽浄化槽事業ユニット （浄化槽事業ユニット長兼 滋賀工場長） ﾏｼﾏ ﾖｼﾕｷ

真島 良幸

〔素形材事業部〕

▽素形材事業推進部長 （素形材企画部長） ｲﾜｼﾀ ﾌﾐｵ

岩下 文雄

▽素形材営業部長 ｱｻﾉ ﾀｶﾉﾘ

淺野 隆徳

▽素形材製造第一部長 （鋳鋼・ロール製造部長） ｺﾋﾞｷ ｹﾝｼﾞ

木挽 謙治

▽素形材製造第二部長 （セラミックス製造部長） ﾌｶﾐ ﾕｳｽｹ

深見 雄介

▽素形材技術部長 （素形材開発部長） ﾓﾘｶﾜ ﾊｼﾞﾒ

森川 長

▽鋼管製造部長 （鋼管技術部長） ﾅｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ

永見 晃一

〔電装機器事業部〕

▽電装機器事業推進部長 （社会インフラ事業本部統括部長兼 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

 社会インフラ事業本部品質モノづくり部長） 木村 一尋

▽精密機器事業ユニット長兼 （電装機器事業部長） ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ

  久宝寺事業センター所長 高橋 智之

▽精密機器営業部長 （電装機器営業部長） ｶﾜｻｷ ｱｷﾋｺ

川﨑 彰彦

▽精密機器技術部長 （電装機器技術開発部長） ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ

山崎 祐一
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新職 旧職 継続職 氏名

▽精密機器製造部長 （電装機器製造部長） ﾂﾎﾞﾀ ﾊﾙﾕｷ

坪田 晴介

▽空調技術部長 （空調研究開発部長） ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｱｷ

篠原 正明

▽空調サービス部長 （空調エンジニアリング部長） ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

森田 英和

〔研究開発本部〕

▽研究開発統括部長 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ

森本 眞布

〔品質・モノづくり本部〕

▽モノづくり統括部長 （機械ＴＰＩ推進部長） ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｺ

新井 洋彦

▽品質保証統括部長 （品質・モノづくり統括部長） ｳｴﾉ ﾘｮｳｼﾞ

植野 良治

▽品質保証統括部 （水・環境システム事業本部品質保証部長） ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋｻ

松下 恭久

〔ＣＳＲ本部〕

▽ＣＳＲ統括部長 （ＣＳＲ企画部長） ﾕｸﾀ ﾏｻﾕｷ

行田 昌之

▽ＣＳＲ統括部 （自動販売機企画部長） ﾐﾂｲ ﾄｼﾔ

三井 俊也

〔人事・総務本部〕

▽総務部長 （業務部長） ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｵｷ

中沢 直樹

▽安全衛生部長 （安全衛生推進部長） ﾀｶﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ

高山 典久

▽東京総務部長 （東京業務部長） ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ

内田 裕輔

〔企画本部〕

▽グローバルＩＴ化推進部長 （グローバルＩＴ化推進室長） ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ

藤本 学

〔事業開発本部〕

▽戦略企画室長 （関連商品事業部長） ｺｸﾎﾞ ｺｳｼ

小久保 耕志
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新職 旧職 継続職 氏名

▽水・環境開発第一部長 （環境機器開発第一部長） ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ

小笠原 博之

▽水・環境開発第二部長 （環境機器開発第二部長） ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾖｼ

平田 和嘉

▽水・環境総合研究所 （膜システム技術部長） ｻｻｷ ﾄﾓﾋｺ

佐々木 智彦

〔その他〕

▽本社阪神事務所長兼 本社阪神事務所業務部長 （久宝寺事業センター所長） ﾀﾃｲｼ ﾔｽｵ

立石 安壽生

▽クバンランドＡＳＡ出向 （トラクタ輸出部長） ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾐ

中西 広己

▽久保田農業機械[蘇州]有限公司出向 （作業機事業推進部長） ｵｷﾞﾉ ﾉﾌﾞﾐﾂ

荻野 伸充

▽クボタエンジン販売サービス[株]出向 （エンジン海外マーケティング部長） ｳﾏｺｼ ﾀﾀﾞｼ 

馬越 匡

▽クボタアグリサービス[株]社長 （系統推進部長） ｱｻﾋ ﾋﾛﾕｷ

旭 弘之

▽クボタアグリサービス[株]出向 （機械営業本部[東日本]関東甲信越地区長） ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

山口 紳也

▽クボタアグリサービス[株]出向 （機械営業本部[西日本]中部近畿地区長） ﾖｺﾐｿﾞ ﾄｼﾋｻ

横溝 敏久

▽クボタアグリサービス[株]出向 （機械営業本部[西日本]九州地区長） ｿｴｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ

副島 純

▽クボタアグリサービス[株]出向 （本社阪神事務所長兼 本社阪神事務所業務部長） ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ

野村 隆志

▽北近畿クボタ[株]社長 （機械営業本部副本部長兼 機械西日本事務所長） ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 

渡邉 弥

▽南近畿クボタ[株]出向 （機械営業本部[西日本]兵庫中四国地区長） ﾔﾍﾞ ｹﾝ

矢部 建

▽クボタサウジアラビアカンパニー，ＬＬＣ出向 （パイプシステム事業部副事業部長兼 ｷﾑﾗ ｱｷｵ

 バルブ技術・製造ユニット長） 木村 彰男

▽クボタシーアイ[株]出向 （パイプシステム営業ユニット長） ｺﾆｼ ﾏｻﾋﾛ

小西 雅弘

▽クボタ環境サービス[株]出向 （水処理システム事業部長兼 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞ

 膜システム事業ユニット長） 森田 雄二
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