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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。 

 

2018 年 6 月 27 日付  

新 現 氏名 

経営企画局次長 兼企画部長 兼テレ

ビ東京ホールディングス 
経理局次長 兼経理部長 兼テレビ

東京ホールディングス 
小山 正敬 

経営企画局次長 兼経理局 兼テレビ

東京ホールディングス 
テレビ東京ホールディングス 野崎 勇次郎 

経営企画局ＩＲ部長 兼広報局広報部 

兼テレビ東京ホールディングス 
編成局宣伝部長 兼テレビ東京ホー

ルディングス 
門司 玲子 

広報局秘書室担当部長 兼テレビ東京

ホールディングス 
秘書室副部長 兼テレビ東京ホール

ディングス 
西山 麻衣子 

グループ戦略室部長  兼経営企画局 
兼テレビ東京ホールディングス 

編成局視聴者センター部長 津村 勇太郎 

メディア戦略室次長 兼経営企画局 

兼テレビ東京ホールディングス 
報道局次長 兼取材センター長 兼

部長（国際担当 兼社会担当） 兼制

作局 

松岡 謙二 

経理局次長 兼テレビ東京ホールディ

ングス 
編成局次長 兼編成管理部長 兼テ

レビ東京ホールディングス 
吉野 豊和 

経理局次長 兼経理部長 兼テレビ東

京ホールディングス 
経理局次長 兼グループ戦略室 兼

テレビ東京ホールディングス 
小丸 港市 

ネットワーク局国内番組販売部長 兼テ

レビ東京ホールディングス 
ネットワーク局ネットワーク部 兼テレビ

東京ホールディングス 
大金 美穂 

営業局次長 兼営業・事業センター営

業部長 
BS ジャパン 齊藤 靖史 

ライツビジネス本部コンテンツ事業局次

長 兼コンテンツビジネス部長 兼プレミ

アム・プラットフォーム・ジャパン 

コンテンツビジネス局コンテンツビジネ

ス部長 兼プレミアム・プラットフォー

ム・ジャパン 

和田 佳恵 

ライツビジネス本部コンテンツ事業局次

長 兼海外ビジネス部長 兼ビジネス開

発担当 

スポーツ局次長 兼スポーツ情報部長 山元 一朗 



新 現 氏名 

ライツビジネス本部コンテンツ事業局統

括プロデューサー 兼ビジネス管理部

長 

コンテンツビジネス局統括プロデュー

サー 
原田 孝 

ライツビジネス本部国際企画室次長 アニメ局ビジネス促進部長 赤尾 周 

ライツビジネス本部国際企画室次長 コンテンツビジネス局海外ビジネス部

長 兼テレビ東京ホールディングス 
一木 郁夫 

ライツビジネス本部国際企画室国際企

画部長 
アニメ局アニメ事業部 秋間 眞良 

ライツビジネス本部アニメ局次長 兼ア

ニメ制作部長 
アニメ局アニメ制作部長 白石 誠 

ライツビジネス本部アニメ局ビジネス促

進部長 
BS ジャパン 兼テレビ東京ホールディ

ングス 
堤 寛 

編成局宣伝部長 兼テレビ東京ホール

ディングス 
スポーツ局スポーツ番組部チーフ･プ

ロデューサー 
伴田 昭典 

編成局編成管理部長 兼テレビ東京ホ

ールディングス 
編成局編成管理部担当部長 新井 淳子 

編成局アナウンス部担当部長 編成局アナウンス部副部長 佐々木 明子 

編成局次長 兼視聴者センター部長 ネットワーク局国内番組販売部長 兼

テレビ東京ホールディングス 
前田 琢 

制作局専任局長 兼ドラマ制作部長 制作局次長 兼ドラマ制作部長 岡部 紳二 

制作局次長 兼制作業務部長 制作局制作業務部長 迫水 常邦 

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 越山 進 

報道局専任局長 兼部長（国際担当） テレビ東京ホールディングス 堀 靖彦 

報道局次長 兼ニュースセンター長 兼

クロスメディア部長 
報道局次長 兼ニュースセンター長 

兼部長（編集担当） 
村井 正信 

報道局次長 兼ニュースセンター副セ

ンター長 兼部長（WBS 担当 兼経済

担当） 兼チーフ･プロデューサー 

報道局ニュースセンター部長（WBS
担当 兼経済担当） 兼チーフ･プロデ

ューサー 

野口 雄史 

報道局次長 兼報道番組センター副セ

ンター長 兼チーフ･プロデューサー 
報道局報道番組センター部長 兼チ

ーフ･プロデューサー 
大久保 直和 

報道局ニュースセンター部長(取材担当 

兼政治担当 兼社会担当） 
報道局取材センター部長（取材担当 

兼政治担当） 兼解説委員 
袴田 健 

報道局ニュースセンター部長（編集担

当） 兼チーフ･プロデューサー 
報道局ニュースセンターチーフ･プロ

デューサー 
西村 知子 

スポーツ局次長 兼スポーツ情報部長 スポーツ局スポーツ業務部長 栗原 一路 



新 現 氏名 

スポーツ局次長 兼スポーツ番組部長 スポーツ局スポーツ番組部長 松下 圭児 

スポーツ局スポーツ業務部長 コンテンツビジネス局ビジネス管理部

長 
有吉 佳子 

技術局次長 兼制作技術部長 兼テレ

ビ東京ホールディングス 兼テレビ東京

ビジネスサービス 

技術局制作技術部長 兼テレビ東京

ホールディングス 兼テレビ東京ビジ

ネスサービス 

佐藤 哲也 

技術局次長 兼テレビ東京ホールディ

ングス 
技術局放送技術部長 兼テレビ東京

ホールディングス 
遠山 恵司 

技術局放送技術部長 兼テレビ東京ホ

ールディングス 
技術局放送技術部副部長 兼テレビ

東京ホールディングス 
角 健二郎 

技術局回線技術部長 兼テレビ東京ホ

ールディングス 
技術局回線技術部副部長 兼テレビ

東京ホールディングス 
中条 僚志 

技術局技術業務部送信担当部長 技術局技術業務部 田井 久之 

 

 

以上 


