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2016年3月17日 
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

2016年 4月 1日付 機構改革・人事異動 

１． 機構改革

（１） 金融統括本部、社会・公共統括本部、産業・流通統括本部、プロダクト統括本部をそれぞれ、金融システム事業

部、社会・公共システム事業部、産業・流通システム事業部、ＩＴプラットフォーム事業部に名称変更する。

（２） 経営企画統括本部

① 経営企画本部とナレッジマネジメント本部をもって経営企画統括本部とする。

（３） 営業統括本部

① 顧客および営業サポートの強化のためトータルサポート本部を新設する。

② プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 営業部を営業統括本部に移管する。

（４） 金融システム事業部

① 保険・証券関連向けアプリ開発対応を新設する第４ソリューション本部に集約する。

（５） 産業・流通システム事業部

① 事業別に、第１ソリューション本部は産業／流通アカウント事業およびビジネスプラットフォーム事業等、第

２ソリューション本部は組込み系事業、ビジネスアプリケーション外販事業、第３ソリューション本部はプラッ

トフォーム事業、ストレージ関連の３本部に再編する。

（６） ＩＴプラットフォーム事業部

① 快作ソリューション本部を廃止し、営業部を営業統括本部へ、第１システム部を産業・流通システム事業部

へ移管する。

② 第２ソリューション本部第３部を新設するサムポローニア本部へ移管する。

（７） 関西・中部統括本部

① 関西ソリューション本部に第５部を新設し、製造業向け対応を行う。

② 中部ソリューション本部に第３部を新設し、製造・流通分野向け対応を行う。

（８） 技術統括本部

① 事業継続計画策定に向け、ＢＣＰセンタを新設する。

② 全社情報セキュリティ強化のため情報セキュリティセンタを新設する。

③ 関西中部品質保証本部を新設する。

（９） 業務統括本部

① 全社横断的に業務プロセスの見直し、改善を行うため、業務改革センタを新設する。

（１０）財務本部

① 内部統制推進室を独立させ、社長直属組織とする。
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（１１）人事本部 
      ① 人財開発部をコーポレートサポート本部に移管し、人事本部に名称変更する。 

（１２）コーポレートサポート本部 
① 総務部と関西中部総務部を統合する。 

    （１３）社長直属の組織として分散職場支援センタ、サムポローニア本部を新設する。 
  

２． 人事異動                                                  （注）アンダーラインは新任を示す。 
新  職 現  職 氏  名 

執行役員  
経営企画統括本部 統括本部長 
(兼)経営企画統括本部 経営企画本部 本部長 
(兼)技術統括本部 統括本部長 

執行役員  
技術統括本部 統括本部長 
(兼)技術統括本部 品質保証本部 本部長 

ﾑﾗﾓﾄ ｼﾝｼ  ゙
村本 眞治 

経営企画統括本部 経営企画本部 副本部長 
経営企画本部 副本部長 
(兼)経営企画本部 技術管理部 部長 

ｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾛ 
鎌田 義弘 

経営企画統括本部 ナレッジマネジメント本部 
本部長 

技術統括本部 ナレッジマネジメント本部 本部長 
(兼)業務統括本部 調達本部 ＩＰ推進センタ 

センタ長 
(兼)輸出管理センタ センタ長 

ｺﾀﾂ ﾉﾌﾞｵ 
小辰 信夫 

サムポローニア本部 本部長 産業・流通統括本部 企画本部 本部長 
ﾀﾏﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 
玉田 秀一郎 

執行役員  
営業統括本部 統括本部長 

(株)日立ソリューションズ 
ﾃﾞﾐｾ ﾋﾃﾞﾀｶ 
出店 秀隆 

営業統括本部 統括本部員 
（但し、(株)オービーシステムへ出向差出） 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部 
担当本部長 

ﾌｸｵｶ ﾔｽﾏｻ 
福岡 保正 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部 
担当本部長 

営業統括本部 ソリューション第１営業本部  
第１営業部 部長 

ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾛｳ 
橋口 海郎 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部 
本部長 
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部 本部長 
（但し、(株)日立ソリューションズより転籍） 

(株)日立ソリューションズ 
ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 
村松 茂 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部 
担当本部長 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部 本部長 
ﾄｶﾞｼ ﾀｶｼ 
富樫 孝史 

金融システム事業部 事業部長 

金融統括本部 副統括本部長 
(兼)金融統括本部 企画本部 本部長 
(兼)金融統括本部 企画本部 事業企画部 部長 
(兼)金融統括本部 企画本部 事業支援部 部長 
(兼)金融統括本部 第２ソリューション本部 本部長 

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾖﾊﾙ 
山本 豊治 

金融システム事業部 副事業部長 
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部 

担当本部長 
(兼)金融システム事業部 第１ソリューション本部  

本部長 
（但し、(株)日立製作所より転籍） 

(株)日立製作所 
ｻﾄｳ ﾖｼｶｽ  ゙
佐藤 善和 

金融システム事業部 事業部員 
（但し、SOMPOシステムイノベーションズ(株)へ 
出向差出） 

金融統括本部 第３ソリューション本部 担当本部長 
ｻﾜｲ ﾌﾐｱｷ 
沢井 文昭 
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新  職 現  職 氏  名 

金融システム事業部 企画本部 本部長 
(兼)金融システム事業部 企画本部 事業企画部 

部長 
(兼)金融システム事業部 企画本部 事業支援部 

部長 
(兼)金融システム事業部 第１ソリューション本部  

担当本部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部 担当本部長 
(兼)金融統括本部 第１ソリューション本部  

第４部 部長 

ﾊｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 
橋田 和浩 

金融システム事業部 第１ソリューション本部  
第４部 部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部 第４部  
第１グループ 主任技師 

ｼﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ 
白木 和弘 

金融システム事業部 第２ソリューション本部 
本部長 

金融統括本部 第１ソリューション本部 本部長 
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ  ゙
内山 正治 

金融システム事業部 第４ソリューション本部 
本部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部 担当本部長 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 
小林 義行 

金融システム事業部 第４ソリューション本部  
第１部 担当部長 

金融統括本部 第３ソリューション本部 第２部  
第３グループ 主任技師 

ﾄﾞｲ  ｲｸｵ 
土肥 郁夫 

執行役員  
社会・公共システム事業部 事業部長 

(株)日立製作所 
ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ 
吉田 靖志 

社会・公共システム事業部 副事業部長 
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部 

担当本部長 
（但し、(株)日立製作所より転籍） 

(株)日立製作所 
ｵｵﾊﾀ ｾｲｲﾁ 
大畑 誠一 

社会・公共システム事業部 公共ソリューション 
第１本部 第２部 担当部長 

社会・公共統括本部 公共ソリューション第１本部  
第２部 第３グループ 主任技師 

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 
福田 直之 

執行役員  
産業・流通システム事業部 事業部長 
(兼)産業・流通システム事業部 企画本部 本部長 

執行役員  
産業・流通統括本部 統括本部長 

ｶｻｲ ｶｽﾞﾕｷ 
笠井 和幸 

産業・流通システム事業部 
第１ソリューション本部  本部長 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 
本部長 
(兼)産業・流通統括本部 企画本部 担当本部長 

ｸﾗﾀ ﾕｳｻｸ 
倉田 祐作 

産業・流通システム事業部 
第１ソリューション本部 副本部長 
(兼)営業統括本部 トータルサポート本部 

担当本部長 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  
副本部長 
(兼)産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  
第３部 部長 

ﾓﾘ ｱﾂｼ 
森 淳 

産業・流通システム事業部  
第１ソリューション本部 担当本部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部  
第１部 部長 

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝ 
吉田 真 

産業・流通システム事業部 
第１ソリューション本部 第３部 担当部長 

産業・流通統括本部 第３ソリューション本部 
第２部 第２グループ 主任技師 

ﾔﾏｶﾜ ｽﾐﾀｶ 
山川 純堂 

産業・流通システム事業部 
第２ソリューション本部 副本部長 

プロダクト統括本部 快作ソリューション本部 
本部長 

ﾆｼﾉ ﾄｼﾕｷ 
西野 敏行 

産業・流通システム事業部 
第２ソリューション本部 担当本部長 
(兼)産業・流通システム事業部 

プロジェクト推進センタ センタ員  
(兼)産業・流通システム事業部 

第２ソリューション本部 第１部 部長 

産業・流通統括本部 第１ソリューション本部 
本部長 
(兼)産業・流通統括本部 企画本部 担当本部長 

ﾋﾛｻﾜ ｽｽﾑ 
広沢 勧 
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新  職 現  職 氏  名 

産業・流通システム事業部 
第２ソリューション本部 第１部 担当部長 

産業・流通統括本部 第２ソリューション本部 
第１部 第３グループ 主任技師 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 
渡邉 慶介 

産業・流通システム事業部 
第３ソリューション本部 本部長 
(兼)産業・流通システム事業部 

 第３ソリューション本部 第３部 部長 

産業・流通統括本部 第４ソリューション本部 
本部長 
(兼)産業・流通統括本部 第４ソリューション本部  

第１部 部長 

ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾉﾌ  ゙
竹内 嘉伸 

ＩＴプラットフォーム事業部 事業部長 
(兼)ＩＴプラットフォーム事業部  

第１ソリューション本部 本部長 

プロダクト統括本部 副統括本部長 
(兼)プロダクト統括本部 第１ソリューション本部  

本部長 

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 
木下 博文 

ＩＴプラットフォーム事業部 企画部 部長 
プロダクト統括本部 第２ソリューション本部  
第１部 第１グループ 主任技師 

ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾐ 
樋口 正己 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部  
担当本部長 
(兼)関西・中部統括本部 関西ソリューション本部  

第５部 部長 
（但し、(株)日立ソリューションズより出向受入） 

(株)日立ソリューションズ 
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 
北村 裕行 

技術統括本部 品質保証本部 本部長 
(兼)技術統括本部 情報セキュリティセンタ 

センタ長 
(兼)技術統括本部 品質保証本部 

関西中部品質保証部 部長 
（但し、(株)日立ソリューションズより出向受入） 

技術統括本部 品質保証本部 担当本部長 
（但し、(株)日立ソリューションズより出向受入） 

ｵﾉ  ﾉﾘｵ 
小野 法生 

技術統括本部 品質保証本部 第２品質保証部 
部長 

技術統括本部 品質保証本部 第２品質保証部  
第１グループ 主任技師 

ｸｻｶﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 
日下部 健一 

技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 
本部長 
(兼)技術統括本部 ＢＣＰセンタ センタ長 

技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部 
本部長 

ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 
鈴木 誠 

執行役員  
業務統括本部 統括本部長 

(株)日立ソリューションズ 
ｺｳﾉ ｼｹﾞﾙ 
河野 滋 

業務統括本部 副統括本部長 
(兼)業務統括本部 業務改革センタ センタ長 
(兼)業務統括本部 ＩＴ本部 本部長 

業務統括本部 副統括本部長 
(兼)業務統括本部 ＩＴサポート本部 本部長 

ｲﾅｷﾞ ﾐﾕｷ 
稲木 みゆき 

執行役員  
人事本部 本部長 

執行役員  
業務統括本部 統括本部長 

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶﾂ 
山本 寿勝 

人事本部 副本部長 
（但し、(株)日立ソリューションズより兼務 
出向受入） 

(株)日立ソリューションズ 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 
佐藤 幸市 

執行役員  
コーポレートサポート本部 本部長 
(兼)人事本部 副本部長 

執行役員  
人財本部 本部長 

ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾁｵ 
藤村 幸生 

分散職場支援センタ センタ長 

技術統括本部 ナレッジマネジメント本部 
担当本部長 
(兼)技術統括本部 ナレッジマネジメント本部  
技術開発部 部長 

ｺﾝﾉ ﾋﾄｼ 
金野 仁 

＜お問い合わせ先＞ 
担当部署：  総務部 広報・CSRグループ （担当：納富、中道） 

Tel：03-5780-0266  Fax：03-5780-7630 

                                               以上 


