
『発令の日』　　２０２２年１月１日

『役員異動』（１件）

新職 旧職 継続職 氏名

▽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

　水環境コンプライアンス推進部長 　 近藤　渉

※は2022年1月1日付（2021年11月5日発表済み）

『機構改革』

【機械事業本部】

１．機械事業本部直下に「機械新規事業推進ユニット」を新設。

　（１）「機械新規事業推進ユニット」に「機械新規事業統括部」を新設。 

２．「機械カスタマーファースト品質本部」

　（１）「機械カスタマーファースト品質企画部」を「機械カスタマーファースト情報管理部」に改称。

【水環境事業本部】

１．水環境事業本部直下に「水環境コンプライアンス推進部」を新設し、「水環境総括部」の一部機能を移管。 

２．水環境事業本部直下に「水環境安全品質部」を新設し、「水環境総括部」の一部機能を移管。 

３．水環境事業本部直下に「水環境海外推進部」を新設し、「パイプシステム開発営業部」（廃止）の一部機能、および「環境海外推進部」（廃止）の機能を移管。

４．「パイプシステム事業部」（新設）

　（１）「パイプインフラ事業推進部」を廃止し、その機能を「パイプシステム事業推進部」（新設）、「素形材事業ユニット」、および「都市インフラ事業ユニット」に移管。

　（２）「パイプインフラ生産技術開発部」を廃止し、その機能を「パイプシステム生産技術開発部」（新設）、「阪神工場」、「京葉工場」、および「素形材事業ユニット」に移管。 

　（３）「上下水道営業部」を廃止し、その機能を「パイプシステム営業部」（新設）に移管。

　（４）「パイプシステム開発営業部」を廃止し、その機能を「水環境海外推進部」（新設）、「パイプシステム事業推進部」（新設）、「パイプシステム営業部」（新設）、および

　　　「パイプシステム営業推進部」に移管。
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５．「環境事業部」

　（１）「環境海外推進部」を廃止し、その機能を「水環境海外推進部」（新設）に移管。 

　（２）「環境プラント設計調達部」を廃止し、その機能を「環境プラント設計部」（新設）、および「環境プラント調達部」（新設）に移管。 

【コーポレートスタッフ部門】

１．「研究開発本部」 

　（１）「研究開発推進ユニット」

　　　①「DPI 推進部」を「研究開発推進ユニット」から「研究開発本部」直下に移管。

　（２）「機械総合研究ユニット」

　　　①「機械研究開発第六部」を新設。 

２．「調達本部」 

　（１）「機能品調達部」を新設し、「調達第一部」の一部機能を移管。

３．「人事・総務本部」
　 （１）「企業スポーツ推進部」を新設し、「人事部」の一部機能を移管。

『人事異動』（５２件）

新職 旧職 継続職 氏名

〔機械事業本部〕

▽機械新規事業推進ユニット長 （精密機器事業ユニット長 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾕｳｲﾁ

　兼 久宝寺事業センター所長） 山崎 祐一

▽機械新規事業統括部長 ﾀｶﾊｼ　ｹﾞﾝ

髙橋 元

▽精密機器事業ユニット長 （精密機器営業部長）  (株)クボタ計装 社長 ﾌｷﾊﾗ　ﾄﾓﾋﾛ

吹原 智宏

▽精密機器営業部長 ｻｲｷ　ﾋﾃﾞｷ

斉木 英樹

▽久宝寺事業センター所長 （東京総務部長） ｸﾆﾏｻ　ﾀﾏｷ

国政 瑞樹

〔トラクタ総合事業部〕

▽ユーティリティービークル技術部長 ﾎﾘｳﾁ　ﾖｼﾌﾐ

堀内 義文

▽トラクタ第三事業推進部 （ユーティリティービークル技術部長） ｲﾜﾀ　ｸﾆﾉｽｹ

岩田 州之助

〔エンジン事業部〕

▽エンジングローバルマーケティング第二部長 （久保田発動機(上海)有限公司　総経理） ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ｺｳｲﾁ

東山 浩一

（エンジングローバルマーケティング第二部長） エンジングローバルマーケティング第一部長 ﾅｶﾊﾀ　ｻﾄｼ
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〔建設機械事業部〕

▽兼 建設機械営業第二部長 建設機械営業第一部長 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲｺﾞ

渡邊 啓吾

▽建設機械営業第二部 （(株)クボタ建機ジャパン 社長） ｲﾅﾊﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ

稲葉 和宏

〔インプルメント事業部〕

▽農業ソリューション事業ユニット長 （㈱北陸近畿クボタ　社長） ﾐﾁﾉﾌﾞ　ｶｽﾞﾋｺ

道信　和彦

〔機械カスタマーファースト品質本部〕

▽機械カスタマーファースト情報管理部長 　 ｲﾁﾅﾘ　ﾉﾌﾞﾕｷ

市成 信行

▽機械カスタマーファースト品質推進部長 　 ﾅｶﾞｻﾜ　ｼｮｳﾀ

長澤 彰太

▽機械カスタマーファースト品質本部 （機械カスタマーファースト品質企画部長） ｺｳﾉ　ﾖｼﾕｷ

河野 嘉之

〔水環境事業本部〕

▽水環境海外推進部長 （環境海外推進部長） ﾐｳﾗ　ﾃﾙｵ

三浦 彰夫

▽水環境安全品質部長 （環境プラント建設部長） ﾖｼﾐ　ﾊｼﾞﾒ

吉見 元

▽都市インフラ事業ユニット長 （市川工場長） ｱｿｶﾞﾜ　ﾏﾅﾌﾞ

麻生川 学

▽市川工場長 ﾉﾎﾞﾘ　ｹﾝｼﾞ

昇 健次

▽都市インフラ事業ユニット （都市インフラ事業ユニット長） ｼﾊﾞﾀ　ｱﾂｼ

柴田 厚志

▽中部支社長 （パイプシステム開発営業部長） ﾏｽﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾄ

桝田 多人

〔パイプシステム事業部〕

▽パイプシステム事業推進部長 （パイプインフラ事業推進部長） ﾆｼﾑﾗ　ﾋﾛｷ

西村 宏貴

▽パイプシステム生産技術開発部長 ﾀﾅｶ　ｼﾝｲﾁﾛｳ

田中 進一郎

▽パイプシステム事業部 （パイプインフラ生産技術開発部長） ﾌｶﾐ　ﾕｳｽｹ

深見 雄介

▽パイプシステム営業部長 （上下水道営業部長） ﾆｼﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ

西村 孝行
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〔環境事業部〕

▽環境プラント建設部長 （環境プラント設計調達部長） ﾋﾗ　ﾔｽﾉﾘ

比良 靖規

▽環境プラント調達部長 ｱﾝﾉ　ﾏｻﾉﾘ

安野 正規

▽環境プラント設計部長 （ポンプバルブ製造部長） ﾔﾏｼﾀ　ｹﾝｲﾁﾛｳ

山下 健一郎

▽ポンプバルブ製造部長 ﾄﾐﾏﾂ　ﾀｶｱｷ

冨松 卓亮

〔調達本部〕

▽機能品調達部長 （調達企画部長兼 調達第二部長） ｼｵﾐ　ﾔｽｱｷ

塩見 泰章

▽調達企画部長兼 調達第二部長 ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ

林田 正則

▽調達第一部長 ｵｶﾓﾄ　ﾐﾂｵ

岡本 光生

〔研究開発本部〕

▽研究開発統括部 （作業機事業部副事業部長） ﾏﾂｵ　ｵｻﾑ

松尾　理

▽機械研究開発第六部長 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾃﾂﾔ

仲島 鉄弥

〔人事・総務本部〕

▽人事・総務本部副本部長 総務部長 ﾔﾏｶﾞﾐ　ﾀｶｼ

山神 孝志

▽兼 秘書広報部長 社長室長兼　KESG推進部長 ｼｭｯﾀ　ｶﾂﾕｷ

習田　勝之

▽本社阪神事務所長 （秘書広報部長） ﾎｿﾀﾆ　ﾖｼﾋｻ

　兼 本社阪神事務所業務部長 細谷 祥久

▽人権啓発部長 （本社阪神事務所長 ﾑﾗﾀ　ﾄｼﾔ

　兼 本社阪神事務所業務部長） 村田 俊哉

▽東京総務部長 ｻﾉ　ｼﾞｭﾝ

佐野 順

▽企業スポーツ推進部長 ﾖｼｶﾜ　ｻﾀﾞﾉﾌﾞ

吉川 禎延

4/5



〔その他〕

▽クボタバウマシーネンGmbH 社長 （調達第一部長） ﾏﾂｵ　ﾄｼﾀｶ

松尾 俊孝

▽クボタホールディングスヨーロッパ B.V. 出向 （クボタバウマシーネンGmbH 社長） ﾀｸﾞﾁ　ﾐｷｵ

　兼 クボタバウマシーネンGmbH 出向 田口 幹生

▽エスコーツクボタインディアPVT.LTD. 出向 （機械カスタマーファースト品質推進部長） ﾘｮｳ　ﾌﾞﾝﾄﾞ

梁 文度

▽久保田発動機(上海)有限公司 総経理 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾀｶｼ

川口 崇

▽クボタオーストラリアPtyLtd. 社長 （建設機械営業第二部長） ｺｼﾞﾏ　ﾃﾂ

　兼 クボタニュージーランドLtd. 社長 小嶋 哲

▽(株)東海近畿クボタ 社長 ﾓﾘﾄｳ　ﾏｻﾀｶ

森藤 雅隆

▽(株)北陸近畿クボタ 社長 （久保田米業(香港)有限公司 総経理） ｸﾎﾞ　ﾂﾄﾑ

久保 力

▽久保田米業(香港)有限公司 総経理 ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｲﾁ

橋本 宏一

▽クボタマシナリートレーディング(株) 出向 （クボタオーストラリアPtyLtd. 社長 ｺｳﾄｳ　ｼｹﾞｵ

　兼 クボタニュージーランドLtd. 社長） 向當 重夫

▽(株)関東甲信クボタ 社長 （インプルメント事業部副事業部長 ｶﾝﾑﾘ　ﾔｽｵ

  兼 農業ソリューション事業ユニット長） 冠 康夫

▽(株)クボタ空調 出向 （中部支社長） ｻﾂﾞｶ　ﾋﾛﾀｶ

佐塚 洋隆

▽クボタエイトサービス(株) 出向 （人権啓発部長） ﾄﾞｳﾘﾝ　ｻﾄﾙ

道林 悟

【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
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