
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト（本社：東京都品川区、取締役社長：西條 洋）は、下記の通り機構改革
および人事異動を行いますので、お知らせします。

１．機構改革（2019年4月1日付）
　①AI・IoT事業およびセキュリティ事業の推進体制強化のため、プラットフォームソリューション事業部内に、
     AI・IoT事業推進本部、セキュリティ事業推進本部を設置する。

さらに、AI関連事業の全社支援組織として、技術統括本部ITプロセスサポートセンタ内に、
     AI技術研究部を設置する。

　②銀行・カード系顧客対応と証券・保険系顧客対応に区分した体制強化のため、金融システム事業部を、
     金融第一システム事業部、金融第二システム事業部に分割する。

　③人事創夢本部人財開発部をEmployee Happiness推進部に名称変更し、従来の人財育成に留まらず、
　　社員幸福度向上の観点から、社員のキャリア開発施策を推進する。

＜経営戦略統括本部＞
　・広報部門および宣伝・プロモーション部門を統合し、コーポレート・コミュニケーション部を新設する。

＜営業統括本部＞
　・サービスビジネス推進センタを名称変更し、イノベーション営業推進センタとする。

＜社会・公共システム事業部＞
　・3本部体制から4本部体制に再編し、さらに事業部運営体制強化のため、企画本部を新設する。
　 同本部内に新事業推進部、新技術推進部を新設する。

＜産業・流通システム事業部＞
　・産業・流通アカウント事業推進およびERP関連事業推進体制強化のため、第１ソリューション本部を
　　第１ソリューション本部、第３ソリューション本部に分割する。

＜技術統括本部＞
　・QAソリューションの拡大を目的に品質保証本部にQAソリューション部を新設する。

＜業務統括本部＞
　・BPO業務の体制・プロセス改善のため、サービス事業部からBPO本部を移管し、業務サービス本部に
　 名称変更する。

２．人事異動（2019年4月1日付） 　　（注）アンダーラインは新任を示す。
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機構改革・人事異動に関するお知らせ

記

新　　職 現　　職 氏　　名

経営戦略統括本部 統括本部長
(兼)人事創夢本部 本部長

人事創夢本部 本部長

経営戦略統括本部 経営企画本部
コーポレート・コミュニケーション部　部長
(但し、 (株)日立ソリューションズより出向受入)

人事創夢本部 法務・コンプライアンス部 担当部長
(但し、 (株)日立ソリューションズより出向受入)

佐藤　幸市
さとう　こういち

大居　弘明
おおい　ひろあき
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営業統括本部 第２営業本部 本部長
(但し、(株)日立製作所より転籍)

(株)日立製作所 松原　克之
まつばら　かつゆき

北陸ビジネスセンタ 第２部 部長
金融システム事業部
第３ソリューション本部
第３部 第３グループ ＧＬ主任技師

佐藤　由樹
さとう　よしき

金融第一システム事業部 企画本部
事業企画部 担当部長

金融システム事業部 企画本部
事業企画部  主任技師

北陸ビジネスセンタ 第２部 担当部長
北陸ビジネスセンタ
ビジネス推進部 第１グループ 主任技師 松木　喜代美

まつき　きよみ

金融第一システム事業部 事業部長 金融システム事業部 事業部長 佐藤　善和
さとう　よしかず

原田
はらだ

　敏明
としあき

金融第一システム事業部 副事業部長
(兼)金融第一システム事業部 企画本部 本部長

金融システム事業部 副事業部長 芝　修
しば　おさむ

金融システム事業部
第２ソリューション本部 本部長

金融第一システム事業部
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)

営業統括本部
イノベーション営業推進センタ センタ長(本部長)

営業統括本部 第２営業本部 本部長
(兼)営業統括本部
サービスビジネス推進センタ 本部長

村松　茂
むらまつ　しげる

営業統括本部
イノベーション営業推進センタ 担当部長
(但し、 (株)日立製作所より出向受入)

(株)日立製作所 松田　雅弘
まつだ　まさひろ

営業統括本部 副統括本部長
(兼)営業統括本部 第１営業本部 本部長
(兼)営業統括本部 第４営業本部 本部長

営業統括本部 第１営業本部 本部長
(兼)営業統括本部 第４営業本部 本部長 門田

もんだ

　真
まさ

典
のり

営業統括本部 企画本部 営業企画部 部長
(但し、 (株)日立製作所より転籍)

営業統括本部 企画本部
営業企画部 第２グループ 部長代理
(但し、 (株)日立製作所より出向受入)

浜村
はまむら

　洋一
よういち

常務執行役員
営業統括本部 統括本部長

執行役員
営業統括本部 統括本部長 髙橋

たかはし

　賢二
まさつぐ

新　　職 現　　職 氏　　名

内山　正治
うちやま　まさじ

金融第一システム事業部
第３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 長田　謙治
ながた　けんじ

金融第一システム事業部 第３ソリューション本部
第１部 部長
(但し、 (株)日立製作所より転籍)

(株)日立製作所 森
もり

国
くに

　一豊
かずとよ

金融第一システム事業部
第２ソリューション本部 本部長

金融システム事業部
第５ソリューション本部 本部長 鈴木　信之

すずき　のぶゆき

金融第一システム事業部 第２ソリューション本部
第１部 担当部長
(但し、 (株)日立製作所より転籍)

金融システム事業部 第１ソリューション本部
第２部 担当部長
(但し、 (株)日立製作所より出向受入)

山本
やまもと

　弘樹
ひろき

(株)日立製作所 渡辺　潔
わたなべ　きよし

金融第一システム事業部 企画本部
ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(本部付)

金融第二システム事業部 事業部長
(但し、(株)日立製作所より転籍)

(株)日立製作所 黒木　均
くろき　ひとし
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社会・公共システム事業部
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 松渕　辰生
まつぶち　たつお

金融第二システム事業部
第１ソリューション本部 本部長

金融システム事業部
第１ソリューション本部 本部長 橋田　和浩

はしだ　かずひろ

金融第二システム事業部
第１ソリューション本部 担当本部長

金融システム事業部 第２ソリューション本部
第３部 部長
(兼)金融システム事業部 企画本部
事業企画部 担当部長

吉岡　正彦
よしおか　まさひこ

金融第二システム事業部 副事業部長
(兼)金融第一システム事業部 企画本部
副本部長

社会・公共システム事業部
第３ソリューション本部 本部長
(兼)社会・公共システム事業部
第３ソリューション本部　事業推進部 部長

林　憲彦
はやし　のりひこ

新　　職 現　　職 氏　　名

金融第二システム事業部
第２ソリューション本部 本部長

金融システム事業部
第４ソリューション本部 担当本部長 中尾　伸幸

なかお　のぶゆき

金融第二システム事業部
第２ソリューション本部 担当本部長

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
(兼)金融システム事業部
第３ソリューション本部 第３部 部長

幸　克巳
ゆき　かつみ

金融第二システム事業部 第１ソリューション本部
第１部 担当部長
(但し、 (株)日立製作所より転籍)

(株)日立製作所 後藤
ごとう

　浩美
ひろみ

金融第二システム事業部
第１ソリューション本部 第１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１部 第２グループ ＧＬ主任技師

田口
たぐち

　英春
ひではる

執行役員
社会・公共システム事業部 事業部長
(但し、 (株)日立製作所より転籍)

(株)日立製作所 栗原　英夫
くりはら　ひでお

社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部 本部長

金融システム事業部
第３ソリューション本部 本部長 村上　健

むらかみ　たけし

金融第二システム事業部
第２ソリューション本部 第４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１グループ ＧＬ主任技師 平川　博章

ひらかわ　ひろあき

社会・公共システム事業部 副事業部長
(兼)社会・公共システム事業部 企画本部 本部長

産業・流通システム事業部 副事業部長
(兼)産業・流通システム事業部 企画本部 本部長 倉田　祐作

くらた　ゆうさく

社会･公共システム事業部
第３ソリューション本部 第１部 担当部長

社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部
第２部 第１グループ ＧＬ主任技師

前田　妙子
まえだ　たえこ

社会・公共システム事業部
第４ソリューション本部 本部長

社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部 本部長
(兼)社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部
マネジメントサポート推進部 部長

遠藤　辰美
えんどう　たつみ

社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部 担当本部長
(兼)社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部 第１部 部長

社会・公共システム事業部
第２ソリューション本部 第１部 部長 田之畑　裕二

たのはた　ゆうじ

社会・公共システム事業部
第３ソリューション本部 本部長

社会・公共システム事業部
第１ソリューション本部 本部長 南里　勉

なんり　つとむ
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新　　職 現　　職 氏　　名

3/31付退職
(但し、4/1付嘱託雇用)

プラットフォームソリューション事業部
事業部長 大川　善彦

おおかわ　よしひこ

産業・流通システム事業部 副事業部長

金融システム事業部 第４ソリューション本部
本部長
(兼)営業統括本部 サービスビジネス推進センタ
センタ員（本部長）
(兼)金融システム事業部 企画本部 本部長

小林　義行
こばやし　よしゆき

産業・流通システム事業部 主管技師長
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 中嶋　義弘

なかじま　よしひろ

社会･公共システム事業部 第４ソリューション本部
第２部 担当部長
(兼)社会･公共システム事業部 企画本部
新事業推進部 担当部長
(兼)技術統括本部 情報セキュリティセンタ
情報セキュリティ推進部 担当部長

社会・公共システム事業部 第３ソリューション本部
第２部 第３グループ ＧＬ主任技師
(兼)技術統括本部 情報セキュリティセンタ
情報セキュリティ推進部 部員（課長）

両角　修平
もろずみ　しゅうへい

社会・公共システム事業部
第４ソリューション本部 第３部 部長
(但し、 (株)日立製作所より出向受入)

(株)日立製作所 宮崎　敦
みやざき　あつし

執行役員
産業・流通システム事業部 事業部長

執行役員
産業・流通システム事業部 事業部長
(兼)モバイルスクエア推進室 室長(本部長)

立石　寿郎
たていし　ひさお

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１部 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 部長 石川　淳巳

いしかわ　あつし

産業・流通システム事業部
第３ソリューション本部 第２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 落合　操
おちあい　みさお

産業・流通システム事業部 企画本部 本部長

産業・流通システム事業部 企画本部
企画部 部長
(兼)産業・流通システム事業部 企画本部
企画部 業務管理グループ 主任技師

松尾　美典
まつお　よしのり

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
(兼)産業・流通システム事業部
第１ソリューション本部 第１部 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１部 部長 岡崎　浩志

おかざき　ひろし

3/31付定年退職・4/1付シニア社員(嘱託)
プラットフォームソリューション事業部
事業部員(本部長) 竹内　嘉伸

たけうち　よしのぶ

産業・流通システム事業部
関西ソリューション本部 第１部 担当部長
(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 大西
おおにし

　隆文
たかふみ

プラットフォームソリューション事業部
事業部長

プラットフォームソリューション事業部 副事業部長
(兼)営業統括本部 サービスビジネス推進センタ
センタ員（本部長）
(兼)プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 本部長

田中　雅則
たなか　まさのり
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技術統括本部 ＩＴプロセスサポートセンタ
センタ長（本部長）
(兼)技術統括本部 ＩＴプロセスサポートセンタ
AI技術研究部 部長

技術統括本部 ＩＴプロセスサポートセンタ
センタ長（本部長） 福原　洋

ふくはら　ひろし

プラットフォームソリューション事業部
セキュリティ事業推進本部
セキュリティソリューション部 部長

プラットフォームソリューション事業部
第３ソリューション本部 第１部 部長 虎熊　克

とらくま　かつみ

プラットフォームソリューション事業部
第１ソリューション本部 本部長
(兼)プラットフォームソリューション事業部
AI・IoT事業推進本部 本部長

プラットフォームソリューション事業部
第１ソリューション本部 本部長
(兼)プラットフォームソリューション事業部
第１ソリューション本部 第２部 部長

大石　康弘
おおいし　やすひろ

プラットフォームソリューション事業部
AI・IoT事業推進本部 AI・IoT推進部 部長

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 第２部 部長 北林　久義

きたばやし　ひさよし

プラットフォームソリューション事業部
セキュリティ事業推進センタ
チーフセキュリティスペシャリスト

和田　明利
わだ　あきとし

プラットフォームソリューション事業部
セキュリティ事業推進本部
セキュリティサービス部 部長

プラットフォームソリューション事業部
セキュリティ事業推進本部 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 久保木　満
くぼき　みつる

新　　職 現　　職 氏　　名

プラットフォームソリューション事業部
第１ソリューション本部 担当本部長

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 担当本部長 外山　和良

とやま　かずよし

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 本部長

プラットフォームソリューション事業部
第３ソリューション本部 本部長
(兼)プラットフォームソリューション事業部
セキュリティ事業推進センタ センタ長（本部長）

杉崎　茂
すぎざき　しげる

プラットフォームソリューション事業部
AI・IoT事業推進本部 主管技師長

経営企画統括本部
事業開発本部 担当本部長 小辰　信夫

こたつ　のぶお

プラットフォームソリューション事業部
AI・IoT事業推進本部 AI・IoT推進部
担当部長
(兼)プラットフォームソリューション事業部
企画本部　企画部 担当部長
(兼)技術統括本部 ＩＴプロセスサポートセンタ
AI技術研究部 担当部長

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 第２部 第１グループ
ＧＬ主任技師
(兼)プラットフォームソリューション事業部
企画本部 事業企画部 事業企画グループ
主任技師

中矢
なかや

　雄志
たけし

プラットフォームソリューション事業部
第２ソリューション本部 第１部 部長
(但し、 (株)日立ソリューションズより転籍)

プラットフォームソリューション事業部
第３ソリューション本部 第４部 部長
(但し、 (株)日立ソリューションズより出向受入)

犬山
いぬやま

　幹
もとき

技術統括本部
プロジェクトマネジメント本部 第１部 部長
(兼)技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部
ビジネスマネジメント推進部 部長

技術統括本部
プロジェクトマネジメント本部
ビジネスプロセスマネジメント推進部
推進グループ 部長代理

千葉　健二
ちば　けんじ

執行役員
技術統括本部 統括本部長
(兼)技術統括本部 ＩＴ本部 本部長

執行役員
技術統括本部 統括本部長 角田

つのだ

　文広
ふみひろ

技術統括本部 品質保証本部
ＱＡソリューション部 部長

技術統括本部 品質保証本部
第１部 部長 早坂　克則

はやさか　かつのり

技術統括本部 品質保証本部
ＱＡソリューション部 担当部長

技術統括本部 プロジェクトマネジメント本部
第１推進部 部長 宮崎　久東

みやざき　ひさと

本社：〒140-0002   東京都品川区東品川四丁目12番6号

ＴＥＬ：03-5780-6111（代表） ＦＡＸ：03-5780-7630

ホームページ：http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/

5



以 上

　＜お問い合わせ先＞
　　　担当部署：法務･コンプライアンス部 広報・CSRグループ 担当：納富、大居
　　　Tel：03-5780-0266　Fax：03-5780-7630　E-mail：hsc-koho@hitachi-solutions.com

人事創夢本部 Employee Happiness推進部
部長
(兼)創夢サポートセンタ センタ長(部長)

人事創夢本部 人財開発部 部長 岡沼　昭一
おかぬま　しょういち

新　　職 現　　職 氏　　名

業務統括本部 業務サービス本部 本部長
サービス事業部 ＢＰＯ本部 本部長
(兼)サービス事業部 事業推進部 担当部長 石塚　実

いしづか　みのる

人事創夢本部 副本部長
(兼)人事創夢本部 総務部 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 中村　勝彦
なかむら　かつひこ

執行役員
業務統括本部 統括本部長
(兼)全社運動推進本部 本部長

業務統括本部 統括本部長
(兼)サービス事業部 副事業部長
(兼)業務統括本部 ＩＴ本部 本部長

稲木
いなぎ

　みゆき

本社：〒140-0002   東京都品川区東品川四丁目12番6号

ＴＥＬ：03-5780-6111（代表） ＦＡＸ：03-5780-7630

ホームページ：http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
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【ご参考】　2019年4月1日付 組織図

本社：〒140-0002   東京都品川区東品川四丁目12番6号

ＴＥＬ：03-5780-6111（代表） ＦＡＸ：03-5780-7630

ホームページ：http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/

取締役社長

経営戦略統括本部 経営企画本部 産業・流通システム事業部 企画本部

事業開発本部 第１ソリューション本部

営業統括本部 企画本部 第２ソリューション本部

イノベーション営業推進センタ 第３ソリューション本部

第１営業本部 中部ソリューション本部

第２営業本部 関西ソリューション本部

第３営業本部 プラットフォームソリューション事業部 企画本部

第４営業本部 セキュリティ事業推進本部

関西ビジネスセンタ ＡＩ・ＩｏＴ事業推進本部

中部ビジネスセンタ 第１ソリューション本部

北陸ビジネスセンタ 第２ソリューション本部

サムポローニア本部 技術統括本部 品質保証本部

サービス事業部 決済サービス本部 プロジェクトマネジメント本部

金融第一システム事業部 企画本部 ＩＴプロセスサポートセンタ

第１ソリューション本部 ＩＴ本部

第２ソリューション本部 情報セキュリティセンタ

第３ソリューション本部 業務統括本部 業務サービス本部

金融第二システム事業部 第１ソリューション本部 業務本部

第２ソリューション本部 調達本部

社会・公共システム事業部 企画本部 財務本部

第１ソリューション本部 人事創夢本部

第２ソリューション本部 内部統制推進室

第３ソリューション本部 全社運動推進本部

第４ソリューション本部

7


	機構改革・人事異動

