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2015 年 6 月 9 日 

テレビ東京 

広報局 広報部 

 

 
人事異動について 

 

当社は、人事異動について下記の通り決定しましたのでお知らせします。 

 

2015 年 6 月 19 日付  

新 現 氏名 

広報局 広報部長 兼 テレビ東京ホール
ディングス 

広報局 広報部 副部長 兼 テレビ東京ホ
ールディングス 

日比野 壇 

グループ戦略室次長 兼 テレビ東京ホ
ールディングス 

アニメ局次長 兼 アニメ制作部長 小田原 明子 

メディア戦略室次長 兼 テレビ東京ホー
ルディングス 

メディア戦略室 部長 兼 テレビ東京ホール
ディングス 

石田 淳人 

総務人事局次長 兼 総務部長 兼 テレ
ビ東京ホールディングス 

報道局 取材センター 副センター長  兼 
部長（政治担当） 

鈴木 孝道 

経理局次長 兼 財務部長 兼 テレビ東
京ホールディングス 

経理局 財務部長 兼 テレビ東京ホールデ
ィングス 

小山 正敬 

営業局長 兼 業務推進センター長 営業局長 兼 営業・事業センター長 佐々木 宣幸 

営業局 専任局長 兼 営業・事業センタ
ー長 

アニメ局次長 兼 アニメ事業部長 平岡 利介 

営業局次長 兼 業務推進センター 営業
推進部長 

営業局 営業・事業センター 営業部長 兼
営業開発部長 

大嶋 一生 

営業局次長 兼 営業・事業センター 営
業部長 

BS ジャパン 久保田 明 

営業局 業務推進センター 営業戦略部
企画推進担当部長 

制作局 ライブ情報部 藤平 晋太郎 

営業局 営業・事業センター 営業開発部
長 

営業局 業務推進センター スポット部 営業

担当部長 
中名生 次郎 

コンテンツビジネス局次長 兼 ビジネス
開発部長 

報道局 ニュースセンター 副センター長 齊藤 直宏 

アニメ局次長 兼 アニメ事業部長 営業局 業務推進センター長 兼 営業推進
部長 

押田 裕一 



新 現 氏名 

アニメ局 アニメ制作部長 アニメ局 アニメ制作部 プロデューサー 白石 誠 

編成局次長 兼 映画部長 編成局 映画部長 柳川 雅彦 

編成局 編成部長 制作局 CP 制作チーム チーフ・プロデュー
サー 

髙野 学 

編成局 マーケティング部長 テレビ東京ホールディングス 島田 政明 

編成局 編成管理部 担当部長 編成局 編成管理部 副部長 新井 淳子 

編成局 視聴者センター部長 総務人事局 総務部 兼 テレビ東京ビジネ
スサービス 兼 テレビ東京ホールディングス 

宮岡 貞成 

制作局次長 テレビ東京制作 櫻井 卓也 

制作局 CP 制作チーム部長 兼 チーフ・
プロデューサー 

制作局 CP 制作チーム チーフ・プロデュー

サー 
深谷 守 

制作局 CP 制作チーム部長 兼 チーフ・
プロデューサー 

制作局 CP 制作チーム チーフ・プロデュー
サー 

斎藤 勇 

制作局 CP 制作チーム部長 兼 チーフ・
プロデューサー 

制作局 CP 制作チーム チーフ・プロデュー
サー 

関 光晴 

制作局 制作業務部長 制作局 制作業務部 担当部長 増井 さおり 

報道局 ニュースセンター部長（編集担当
兼 社会担当） 

報道局 ニュースセンター チーフ・プロデュ
ーサー 

松岡 謙二 

報道局  取材センター部長（取材担当
兼 政治担当） 

報道局 ニュースセンター チーフ・プロデュ
ーサー 

村井 正信 

スポーツ局 スポーツ業務部長 スポーツ局 スポーツ CP チーム プロデュー
サー〈副部長〉 

栗原 一路 

技術局次長 兼 映像技術部長 兼 テレ
ビ東京ホールディングス 

技術局 チーフテクニカルプロデューサー 
 

橋本 尚志 

情報システム局 システム部長 兼 テレビ
東京ホールディングス 

情報システム局 情報統括部長 兼 テレビ
東京ホールディングス 

齋藤 善昭 

情報システム局 情報統括部長 兼 テレ
ビ東京ホールディングス 

テレビ東京システム 岡本 智一郎 

 

以上 


