
『発令の日』　　２０２２年１月１日

『役員異動』（28件）

新職 旧職 継続職 氏名

▽代表取締役 （取締役） 副社長執行役員 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ

企画本部長、グローバルICT本部長 吉川　正人

（取締役専務執行役員 取締役 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾋｺ

　水環境事業本部長、イノベーションセンター副所長、 黒澤　利彦

　東京本社事務所長） 　

（トラクタ総合事業部長） 専務執行役員 ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

機械事業本部副本部長 富山　裕二

▽専務執行役員 （常務執行役員 　 ﾖｼｵｶ ｴｲｼﾞ

 　水環境事業本部長、イノベーションセンター副所長、 　パイプインフラ事業部長） 　 吉岡　栄司

　 東京本社事務所長

▽㈱クボタ建設社長 （水環境事業本部副本部長） 常務執行役員 ｳﾁﾀﾞ ﾑﾂｵ

　 　 内田　睦雄

▽水環境事業本部副本部長 常務執行役員 ｼﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

環境事業部長 品部　和宏

▽トラクタ総合事業部長 （トラクタ総合事業部副事業部長、 常務執行役員 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾐﾂ

　トラクタ第一事業部長、トラクタ第三事業部長） 石橋　善光

▽クボタホールディングスヨーロッパＢ.Ｖ.社長、 （エンジン事業部長） 常務執行役員 ｶﾏﾀﾞ ﾔｽｶｽﾞ 

　 クバンランドＡＳ社長 　 鎌田　保一

（DPI推進部長） 常務執行役員 ｵｶﾓﾄ ﾑﾈｼﾞ

研究開発本部副本部長、 岡本　宗治

機械カスタマーファースト品質本部長、

　 研究開発推進ユニット長 　

▽常務執行役員 （執行役員） 生産技術本部長 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ

山本　耕一
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新職 旧職 継続職 氏名

▽常務執行役員 （執行役員 ﾊﾅﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

　 クボタノースアメリカコーポレーション社長、 　クバンランドＡＳ社長、 　花田　晋吾　

　 クボタトラクターコーポレーション社長   クボタホールディングスヨーロッパＢ.Ｖ.社長）

▽クボタマニュファクチャリングオブアメリカ （クボタマニュファクチャリングオブアメリカ 執行役員 ｱﾗｲ ﾋﾛﾋｺ

　　コーポレーション会長 　コーポレーション社長） クボタインダストリアルイクイップメント 新井　洋彦

　 　 コーポレーション社長 　

▽トラクタ第一事業部長 （クボタヨーロッパS.A.S.社長、 執行役員 ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞｼｹﾞ

  クボタホールディングスヨーロッパＢ.Ｖ.副社長） 　 市川　信繁

▽パイプシステム事業部長 （パイプシステム事業ユニット長） エグゼクティブオフィサー ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ

市川　孝

▽水環境総括部長 （人事・総務本部副本部長） エグゼクティブオフィサー ｺﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ

　 　 近藤　渉

▽エンジン事業部長 （エンジン事業部副事業部長） エグゼクティブオフィサー ﾀﾈﾀﾞ ﾄｼﾕｷ

　 　 種田　敏行

＜新任役員＞

新職 旧職 継続職 氏名

▽エグゼクティブオフィサー 建設機械事業部副事業部長 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ

渡辺　史郎

▽エグゼクティブオフィサー クボタトラクターコーポレーション 副社長

　 クボタノースアメリカコーポレーション 副社長 トッド ステューキ

▽エグゼクティブオフィサー 次世代研究第一部長 ｱﾗｷ ﾋﾛﾕｷ

　  次世代技術研究ユニット長 荒木　浩之

▽エグゼクティブオフィサー 水環境ソリューション開発部長 ﾏｷﾉ ﾖｼﾌﾐ

牧野　義史

▽エグゼクティブオフィサー （トラクタ技術第二部長） ｽｽﾞｲ ﾀﾀﾞﾋﾄ

　  トラクタ第二事業部副事業部長 鈴井　格仁

▽エグゼクティブオフィサー クボタ環境サービス㈱　副社長 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ

中河　浩一

▽エグゼクティブオフィサー クボタ農業機械（蘇州）有限公司　総経理 ﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ

谷　和典

▽エグゼクティブオフィサー 筑波工場長 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

神原 裕司

▽エグゼクティブオフィサー 農機国内営業部長 ﾂﾙﾀﾞ ｼﾝﾔ

    農機国内営業本部副本部長 鶴田　慎哉
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＜退任役員＞

新職 旧職 継続職 氏名

▽特任顧問 （専務執行役員 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ

　クボタトラクターコーポレーション社長、 吉田　晴行

　クボタノースアメリカコーポレーション社長） 　

▽特任顧問 （常務執行役員 　 ﾊﾏﾀﾞ ｶｵﾙ

　研究開発本部副本部長、 　 濱田　薫

　水環境総合研究ユニット長）

▽㈱クボタケミックス取締役 （執行役員 　 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾄｼ

　パイプインフラ事業部副事業部長） 　 稲田　均

『機構改革』

【水環境事業本部】

　１．「パイプインフラ事業部」

　　（１）「パイプインフラ事業部」を廃止し、その機能を「水環境事業本部」（現行）、「パイプシステム事業部」（新設）に移管。

　　（２）「パイプシステム事業ユニット」を廃止し、その機能を「パイプシステム事業部」（新設）に移管。

　　（３）「素形材事業ユニット」（現行）を「パイプインフラ事業部」（廃止）から「水環境事業本部」管轄下に移管。

　　（４）「都市インフラ事業ユニット」（現行）を「パイプインフラ事業部」（廃止）から「水環境事業本部」管轄下に移管。

【コーポレートスタッフ部門】

　１．「研究開発本部」

　　（１）「北米研究ユニット」を新設。

『人事異動』（11件）

新職 旧職 継続職 氏名

〔トラクタ総合事業部〕

▽トラクタ第三事業部長 トラクタ第三事業推進部長 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ

鈴木　聡司

▽兼トラクタ海外営業第二部長 トラクタ海外営業第一部長 ｶﾜｿﾞｴ ﾏｻﾙ

川添 勝

▽トラクタ第二事業推進部長 （トラクタ海外営業第二部長）  ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾖｼ

小林　三剛

〔水環境事業本部〕

▽水環境事業本部 （水環境総括部長） 　 ﾂﾈﾏﾂ ﾏｻｼ

常松　正志
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〔研究開発本部〕

▽水環境総合研究ユニット長 水環境研究開発第二部長 ｶﾈｼﾅ ﾔｽﾋﾛ

兼品　泰宏

▽北米研究ユニット長 (次世代技術研究ユニット長）  ｵﾁ ﾘｭｳｼﾞ

越智　竜児

▽兼研究開発推進部長 研究開発推進ユニット副ユニット長 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

水口　真哉

▽DPI推進部長 （研究開発推進部長） 　 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻﾄｼ

山口　正敏

〔その他〕

▽クボタホールディングスヨーロッパＢ.Ｖ.出向 （トラクタ第二事業推進部長） ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

山田　進一

▽クボタマニュファクチャリングオブアメリカ 　 　

　  コーポレーション社長 ブライアン　アーノルド

▽クボタヨーロッパS.A.S.社長   

 パトリック　ヴェルヘーケ

以　上
【リリースに関するお問い合わせ先】

秘書広報部 広報課 ０６-６６４８-２３８９
東京秘書広報課 ０３-３２４５-３０５２

4/4


