
 

 

 2018 年 8月 24日 

＜ニュースリリース＞ 

2018 年 10月 組織改定及び人事異動について 

 

カゴメ株式会社（代表取締役社長：寺田直行）は、2018 年 10月１日付で、 

組織改定および人事異動を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 2018 年 10 月１日付 組織改定の目的と内容 

 

＜目的＞ 

2019年度からスタートする 3ヶ年中期経営計画の達成に向けて、当社ならではの強みである家・業・農（家庭用・業

務用・生鮮）連携を強化する体制を整え、｢野菜の会社｣への成長を加速させる。 

 

＜内容＞ 

■ 野菜事業本部 （新設） 

 野菜加工ビジネスを推進する「野菜事業本部」を新設する。 

傘下に配置する「ベジタブル・ソリューション部」は、加工用トマト・人参に加えて、新野菜、余剰野菜、野菜の

端材の活用を目指し、産地・加工拠点の開発及び拠点と顧客間のネットワークを構築する。「農生産部」は、

生鮮トマト・ベビーリーフ菜園を統括する。 

 

■ 営業本部 （新設） 

 家・業・農連携（家庭用・業務用・生鮮）による横断的な営業活動を推進するため、営業部門を統括する「営業

本部」を新設する。傘下に広域に展開する量販店とＥＣへの対応力を強化するため、「広域営業部」を新設す

る。またマーケティング本部から「営業推進部」を移管する。 

 

■ マーケティング本部 

 家・業・農（家庭用・業務用・生鮮）のリソースを統合した戦略立案を強化するため、現マーケティング本部の

「業務用企画部」「食品企画部」を統合し、生鮮食品のマーケティングも含めた「食品企画部」として再編する。 

 

■ ソリューション本部 

 広域ＣＶＳ・フードサービスへの対応力を強化するため、「ソリューション営業部」を新設する。また商品開発を

効率化するため、マーケティング本部とソリューション本部の開発機能を一元化し、「商品開発部」として再編

する。 

 

■ トップ直轄組織 

 現「経営企画本部」に属する「経営企画室」「品質保証部」「財務経理部」「情報システム部」「総務部」「東日本

復興支援室」の６組織は、迅速な活動を推進するため、トップ直轄組織とする。 

 CHO（最高人事責任者）傘下の「ダイバーシティ推進室」は、当社にダイバーシティの意識を根付かせる時限

組織としての役割を終え、今後は「経営企画室」が更なるダイバーシティ推進を担う。 

 国内外におけるＭ&Ａ等の業務提携推進と同分野での人材育成のため、事業開発担当役員を新設する。 

 全事業領域に関わるメニュー開発や顧客ニーズへの対応力を強化するため、コーポレートシェフを新設する。 

 健康サービス事業の成長を加速させるため、現マーケティング本部の「事業企画部」を「健康事業部」に改称し、

トップ直轄とする。 



2. 2018 年 10 月 1 日付 人事異動 

 

 

 

 

役員

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

渡辺 美衡
取締役専務執行役員
（社長補佐　兼　特命プロジェクト担当
　兼　国際業務担当）

取締役専務執行役員
（社長補佐　兼　特命プロジェクト担
当）

住友 正宏 取締役常務執行役員事業開発担当 取締役常務執行役員国際事業本部長

小篠 亮 常務執行役員営業本部長付担当役員 常務執行役員営業管掌

小林 寛久 常務執行役員営業本部長 常務執行役員マーケティング本部長

山口 聡
執行役員野菜事業本部長
兼　ベジタブル・ソリューション部長

執行役員イノベーション本部長

高野 仁 執行役員ＳＣＭ本部長 執行役員経営企画本部長

江端 徳人
執行役員国際事業本部長
兼　グローバルトマト事業部長

執行役員国際事業本部
グローバルトマト事業部長

川村 修 執行役員ＳＣＭ本部長付担当役員 執行役員ＳＣＭ本部長

藤井 啓吾 執行役員野菜事業本部農生産部長
執行役員農事業本部長
兼　新事業開発部長

宮地 雅典 執行役員マーケティング本部長 執行役員大阪支店長

曽根 智子
執行役員健康事業部長
兼　女性活躍推進担当

執行役員ダイバーシティ推進室長

藤關 明宏 執行役員経営企画室長 執行役員経営企画本部経営企画室長

堀井 一彦 執行役員大阪支店長 執行役員生産調達本部小坂井工場長



 

 

コミットメントスタッフ

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

加藤 真澄 内部監査室長
人事部人材育成担当部長
（生産部門担当）

鶴田 秀朗 経営企画室広報グループ部長
経営企画本部
経営企画室広報グループ部長

高橋 尚人 品質保証部長 経営企画本部品質保証部長

大澤 則和
品質保証部
製造プロセス監査グループ担当部長

内部監査室長

佐伯 健
財務経理部長
兼　カゴメアクシス㈱
　　財務経理サービス部長

経営企画本部財務経理部長
兼　カゴメアクシス㈱
　  ビジネスサポートセンター長

安本 光政
野菜事業本部
ベジタブル・ソリューション部
ソリューショングループ部長

農事業本部加工調達部長

吉田 知史
野菜事業本部
ベジタブル・ソリューション部
ソリューショングループ部長

マーケティング本部通販事業部
　商品企画グループ部長

豊田 浩湖
野菜事業本部
ベジタブル・ソリューション部
ソリューショングループ担当部長

マーケティング本部事業企画部長

川地 真由
野菜事業本部
ベジタブル・ソリューション部
企画サポートグループ部長

部長
（取締役専務執行役員付　ＶＣＰ補佐）

那須野 崇之 野菜事業本部農生産部生産グループ部長 部長（出向　マイケーフーズ㈱）

原田 聰
野菜事業本部
農生産部栽培技術グループ部長

農事業本部栽培技術部長

岡田 朗
野菜事業本部
農生産部業務推進グループ部長

ＳＣＭ本部物流システム部長

遠藤 正人
マーケティング本部
食品企画部食品Ⅰグループ担当部長

ソリューション本部広域営業一部長



 

 

 

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

土屋 恒幸
マーケティング本部
食品企画部食品Ⅱグループ部長

マーケティング本部業務用企画部長

大谷 泰正
マーケティング本部
食品企画部生鮮野菜グループ部長

農事業本部サラダ商品部長

河原 丈二 東北支店長 東京支社営業一部長

小柳 秀樹 東京支社営業一部長 東京支社業務用営業部長

清水 英俊
東京支社営業一部
営業2グループ担当部長

大阪支店業務用営業部長

村山 浩一 東京支社営業二部営業1グループ長 大阪支店営業推進部長

稲垣 慶一 名古屋支店長　兼　営業推進部長 名古屋支店長

野田 卓嗣 名古屋支店営業一部長 名古屋支店業務用営業部長

高橋 清作 名古屋支店営業二部長 名古屋支店営業二課長

井出 崇弘 大阪支店営業推進部長 九州支店営業推進課長

松行 康二 大阪支店営業一部長 東京支社営業三部三課長

榊原 一朗
大阪支店営業二部
生鮮野菜営業グループ担当部長

大阪支店営業一部長

村山 憲治 中四国支店長 中四国支店岡山営業所長

斉藤 茂幸 営業本部営業推進部長 マーケティング本部営業推進部長



 
 

＜報道機関様むけのお問い合わせ先＞ 

 

氏名 新所属・役職 旧所属・役職

秋丸 宗慶 営業本部広域営業部長 名古屋支店営業推進部長

原 隆泰
営業本部
広域営業部量販店グループ担当部長

ソリューション本部
広域営業二部担当部長

広瀬 充彦
営業本部
広域営業部量販店グループ担当部長

ソリューション本部広域営業二部長

生形 省次 ソリューション本部長
ソリューション本部
ソリューション開発部長

矢賀部 隆史 ソリューション本部商品開発部長 マーケティング本部商品開発部長

藤澤 昭典
ソリューション本部
ソリューション営業部長

マーケティング本部
飲料企画部飲料Ⅱグループ課長

上田 宏幸 イノベーション本部長
イノベーション本部
　イノベーション開発部長

荒牧 義典
イノベーション本部
イノベーション開発部長

イノベーション本部食品安全部長

竹内 康浩 イノベーション本部食品安全部長
経営企画本部品質保証部
品質プロセス検証グループ部長

饒村 和彦 ＳＣＭ本部物流システム部長
ＳＣＭ本部物流システム部課長
兼　Ｆ－ＬＩＮＥ(株)出向

速水 正仁 小坂井工場長 生産調達本部小牧工場長

小林 裕一 小牧工場長 生産調達本部小牧工場製造課長

伊藤 宏 東日本大震災復興支援室長 東北支店長

カゴメ株式会社 経営企画本部 経営企画室 

広報グループ 鶴田、北川 
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