
 
 
 

 
2016年9月20日 

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 
 

2016年 10月 1日付 機構改革・人事異動 
 
 

１． 機構改革 
（１） 営業統括本部 

① 対応業務別に、ソリューション第１営業本部は産業・流通系及び関西・中部・北陸地区対応、ソリューション第２営

業本部は社会／公共／金融対応、ソリューション第３営業本部は間接販売対応に再編する。 
（２） 金融システム事業部 

① 第１ソリューション本部を、第１部はメガバンク、クレジット対応、第２部は政府系及び信託銀行対応、第３部は地

銀対応の３部に再編する。 
② 第２ソリューション本部を、管理規模適正化のため分割統合し、３部構成とする。 
③ 第３ソリューション本部第１部を分割し、３部構成とする。 

（３） 社会・公共システム事業部 
① 関西・中部統括本部から公共関連事業を移管する。 

（４） 産業・流通システム事業部 
① 企画本部に、快作モバイル／レポート＋の拡販推進支援のため、モバイル推進部を新設する。 
② 第１ソリューション本部第２部と第４部を統合する。 

（５） 関西・中部統括本部 
① 関西ソリューション本部に企画部を新設する。 
② 関西ソリューション本部第４部の公共関連事業を社会・公共システム事業部公共ソリューション第１本部へ移管

する。 
③ 中部ソリューション本部第１部に、関西・中部地区の地銀オープン勘定系開発事業を集約する。 

（６） 技術統括本部→情報セキュリティセンタ 
① 情報セキュリティセンタを独立、直属組織とし、コーポレートサポート本部コンプライアンス推進センタの情報セ

キュリティ関連の一部を統合する。 
（7）人事本部 

      ① コーポレートサポート本部から人財開発部を移管する。 
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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 

経営企画統括本部 ナレッジマネジメント本部 本部長 

(兼)経営企画統括本部 ナレッジマネジメント本部  

知識経営推進部 部長 

経営企画統括本部 ナレッジマネジメント本部 本部長 
ｺﾀﾂ ﾉﾌﾞｵ 

小辰 信夫 

営業統括本部 統括本部員 

(兼)サムポローニア本部 担当本部長 

営業統括本部 ソリューション第３営業本部 本部長 

(兼)サムポローニア本部 担当本部長 

ﾂﾁﾑﾗ ﾏｻｵ 

土村 昌夫 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部 第１営業部  

担当部長 

営業統括本部 ソリューション第２営業本部 第１営業部  

第１グループ 部長代理 

ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾔ 

柴田 信也 

営業統括本部 ソリューション第３営業本部 本部長 営業統括本部 ソリューション第１営業本部 担当本部長 
ﾊｼｸﾞﾁ ｶｲﾛｳ 

橋口 海郎 

金融システム事業部 第２ソリューション本部 第３部  

担当部長 

金融システム事業部 第２ソリューション本部 第２部  

第２グループ 主任技師 

ﾀｶﾊ  ゙ ｱﾂﾋﾛ 

高場 敦弘 

金融システム事業部 第３ソリューション本部 担当本部長 

(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 

ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ 

村上 健 

金融システム事業部 第３ソリューション本部 第１部 部長 
金融システム事業部 第３ソリューション本部 第１部  

第２グループ 主任技師 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 

松﨑 貴幸 

金融システム事業部 第４ソリューション本部 第２部  

担当部長 

金融システム事業部 第４ソリューション本部 第２部  

第２グループ 主任技師 

ﾄﾐﾀ ﾁﾋﾛ 

富田 千尋 

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１部 担当部長 

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１部 第２グループ 主任技師 

ﾁﾀ  ゙ ｺｳ 

千田 航 

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 

(兼)産業・流通システム事業部 企画本部  

モバイル推進部員 

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 

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 第２部 

担当部長 

産業・流通システム事業部 第１ソリューション本部 第２部 

第２グループ 主任技師 

ｻｻｷ ﾀｹｱｷ 

佐々木 毅明 

産業・流通システム事業部 第２ソリューション本部 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長 

(兼)産業・流通システム事業部 第２ソリューション本部  

第２部 部長 

産業・流通システム事業部 第２ソリューション本部 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長 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 

中嶋 義弘 

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 

(兼)産業・流通システム事業部 企画本部  

モバイル推進部 部長 

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 

ﾆｼﾉ ﾄｼﾕｷ 

西野 敏行 

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・流通システム事業部 第３ソリューション本部  

第３部 第２グループ 主任技師 

ｳｴﾀ  ゙ ｼﾞｭﾝ 

上田 純 
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  （注）アンダーラインは新任を示す。 
新  職 現  職 氏  名 

ＩＴプラットフォーム事業部 事業部長 

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 

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 

木下 博文 

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 
ＩＴプラットフォーム事業部 第１ソリューション本部 第１部 

部長 

ﾐﾔﾀ ｼﾝｼ  ゙

宮田 信治 

ＩＴプラットフォーム事業部 第１ソリューション本部 第１部 

部長 

ＩＴプラットフォーム事業部 第１ソリューション本部 第１部 

第１グループ 主任技師 

ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 

高橋 信哉 

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転籍) 

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) 

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 

北村 裕行 

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部 第３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 

ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷﾔ 

前川 明哉 

技術統括本部 品質保証本部 本部長 

(兼)技術統括本部 品質保証本部 関西中部品質保証部  

部長 

(兼)情報セキュリティセンタ長 

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 

ｵﾉ ﾉﾘｵ 

小野 法生 

技術統括本部 品質保証本部 第１品質保証部 部長 
技術統括本部 品質保証本部 第１品質保証部  

第１グループ 主任技師 

ﾊﾔｻｶ ｶﾂﾉﾘ 

早坂 克則 

業務統括本部 業務本部 本部長 
業務統括本部 業務本部 本部長 

(兼)業務統括本部 業務本部 事務センタ長 

ﾜﾀ  ゙ ﾋﾃﾞｷ 

和田 秀樹 

業務統括本部 業務本部 事務センタ長 

(兼)業務統括本部 業務改革センタ員 

業務統括本部 業務改革センタ 業務改革グループ  

部長代理 

ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾐﾎ 

夏堀 美穂 

人事本部 副本部長 

(但し、(株)日立ソリューションズより出向受入) 

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) 

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 

佐藤 幸市 

コーポレートサポート本部 担当本部長 

(兼)情報セキュリティセンタ 担当本部長 

(兼)コーポレートサポート本部  

コンプライアンス推進センタ長 

(兼)輸出管理センタ長 

コーポレートサポート本部 担当本部長 

(兼)コーポレートサポート本部  

コンプライアンス推進センタ長 

(兼)輸出管理センタ長 

ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 

宮本 政憲 

 
＜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 
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【ご参考】  2016年10月1日付 組織図 

取締役社長

経営企画統括本部 経営企画本部

財務本部

ナレッジマネジメント本部

人事本部

サムポローニア本部

コーポレートサポート本部

営業統括本部 トータルサポート本部

輸出管理センタ

ソリューション第１営業本部

分散職場支援センタ

ソリューション第２営業本部

内部統制推進室

ソリューション第３営業本部

金融システム事業部 企画本部 全社運動推進本部

第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

第４ソリューション本部

社会・公共システム事業部 社会ソリューション第１本部

公共ソリューション第１本部

公共ソリューション第２本部

産業・流通システム事業部 プロジェクト推進センタ

企画本部

第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

第３ソリューション本部

ＩＴプラットフォーム事業部 第１ソリューション本部

第２ソリューション本部

関西・中部統括本部 関西ソリューション本部

中部ソリューション本部

技術統括本部 品質保証本部

プロジェクトマネジメント本部

ＩＴプロセスサポートセンタ

情報セキュリティセンタ

業務統括本部 業務改革センタ

業務本部

ＩＴ本部

調達本部
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