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2021年3月15日  
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

 

 

機構改革・人事異動に関するお知らせ 

 

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：竹田 広光)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。 

 

記 

 

１．機構改革（2021年4月1日付） 

＜経営戦略統括本部＞ 

・イノベーション協創本部を新設する。 
・事業開発本部を統合し、スタートアップ推進本部に名称変更する。 
＜営業統括本部＞ 
・第1営業本部、第2営業本部、第3営業本部、第4営業本部を再編し、金融システム営業本部、社会・公共 
システム営業本部、産業・流通第1営業本部、産業・流通第2営業本部、関西・中部営業本部とする。 
＜デジタルトランスフォーメーション事業部＞ 

 ・モバイルソリューション事業部を統合する。 
・産業・流通システム事業部から第2ソリューション本部第1部を移管し、リシテアソリューション本部とする。 
＜金融第1システム事業部＞ 
・決済サービス本部を第2ソリューション本部に統合する。 
＜社会・公共システム事業部＞ 

 ・第1ソリューション本部、第2ソリューション本部、第3ソリューション本部、第4ソリューション本部を再編し、社会 

第1ソリューション本部、社会第2ソリューション本部、公共第1ソリューション本部、公共第2ソリューション本部、

公共第3ソリューション本部とする。 

＜プラットフォームソリューション事業部＞ 
・プラットフォームソリューション事業部を新設し、企画本部、プラットフォームソリューション第1本部、プラット 
フォームソリューション第2本部を置く。 
＜技術統括本部＞ 
・品質保証本部QAセンタ、プロジェクトマネジメント本部ナレッジマネジメント推進部、ITプロセスサポートセンタ、 

IT本部、情報セキュリティセンタを統合し、戦略技術推進本部とする。 
＜HRサポートセンタ＞ 
・HRサポートセンタを新設し、創夢サポートセンタを統合する。 
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２．人事異動（2021年4月1日付） 

（注）アンダーラインは新任を示す。 

氏 名 異動後 異動前 

千種 実 
経営戦略統括本部 統括本部長 
(兼)経営戦略統括本部  
イノベーション協創本部 本部長 

経営戦略統括本部 副統括本部長 

芝 修 
経営戦略統括本部 副統括本部長 
(兼)経営戦略統括本部  
スタートアップ推進本部 本部長 

デジタルトランスフォーメーション事業部 
副事業部長 
(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 
AI・IoT事業推進本部 本部長 

堤 俊之 
経営戦略統括本部 イノベーション協創本部

テクノロジーイノベーション部 部長 
(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

㈱日立ソリューションズ 

山口 政景 
営業統括本部 DX推進センタ 
ソリューションマーケティング部 担当部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

営業統括本部 第4営業本部 
第2部 第1グループ 部長代理 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

松原 克之 営業統括本部 金融システム営業本部 
本部長 

営業統括本部 第2営業本部  
本部長 

三谷 俊行 
営業統括本部 金融システム営業本部 
第1部 担当部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

木須 丈仁 営業統括本部 金融システム営業本部 
第2部 部長 

営業統括本部 第2営業本部 
第2部 第2グループ 部長代理 

大曽根 周一 
営業統括本部 社会・公共システム営業本部

本部長 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

㈱日立ソリューションズ 

川上 雄士 

営業統括本部 社会・公共システム営業本部 
担当本部長 
(兼)営業統括本部  
社会・公共システム営業本部 第2部 部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

㈱日立製作所 

藤本 康作 
営業統括本部 社会・公共システム営業本部 
第3部 部長 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

㈱日立ソリューションズ 

小林 正明 営業統括本部 産業・流通第1営業本部 
本部長 営業統括本部 第1営業本部 本部長 

中熊 祐介 営業統括本部 産業・流通第2営業本部 
本部長 営業統括本部 第3営業本部 本部長 

近岡 敦 営業統括本部 関西・中部営業本部 
本部長 営業統括本部 第4営業本部 本部長 
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氏 名 異動後 異動前 

森本 雅一 営業統括本部 関西・中部営業本部 
関西営業部 担当部長 

営業統括本部 第4営業本部 
第1部 第1グループ 部長代理 

小川 健一 関西ビジネスセンタ センタ長（本部長） 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) ㈱日立ソリューションズ 

紀平 篤志 

執行役員 デジタルトランスフォーメーション

事業部 事業部長 
(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 
リシテアソリューション本部 本部長 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

㈱日立ソリューションズ 

小林 義行 デジタルトランスフォーメーション事業部 
副事業部長 モバイルソリューション事業部 事業部長 

村松 茂 

デジタルトランスフォーメーション事業部 
マーケティング本部 本部長 
(兼)経営戦略統括本部  
イノベーション協創本部 担当本部長 

モバイルソリューション事業部 
モバイル営業本部 本部長 
(兼)経営戦略統括本部  
経営企画本部 担当本部長 

外山 和良 デジタルトランスフォーメーション事業部 
AI・IoTビジネス本部 本部長 

デジタルトランスフォーメーション事業部 
デジタルソリューション本部 本部長 

西野 敏行 デジタルトランスフォーメーション事業部 
モバイルビジネス本部 本部長 

モバイルソリューション事業部 
モバイルビジネス本部 本部長 

橋田 和浩 
金融第一システム事業部 企画本部 本部長 
(兼)デジタルトランスフォーメーション事業部 
モバイルビジネス本部 担当本部長 

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 

吉田 敏昭 金融第一システム事業部 
第1ソリューション本部 主管技師長 

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 部長 

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

(株)日立製作所 

吉村 誠司 
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 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

㈱日立ソリューションズ 

鍵廣 政範 金融第一システム事業部 
第2ソリューション本部 担当本部長 

金融第一システム事業部 
決済サービス本部 本部長 
(兼)金融第一システム事業部  
決済サービス本部 事業推進部 部長 
(兼)金融第一システム事業部  
決済サービス本部 業務部 部長 

谷 英夫 
金融第一システム事業部  
第2ソリューション本部 決済サービス部  
部長 

金融第一システム事業部 決済サービス 
本部 業務部 第3グループ 部長代理 
(兼)金融第一システム事業部 
決済サービス本部 事業推進部 部長代理 
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氏 名 異動後 異動前 

江川 友基 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 

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 

長田 謙治 金融第一システム事業部 
第3ソリューション本部 担当本部長 

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 

寺田 末廣 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 

金融第二システム事業部 
第3ソリューション本部 本部長 

高木 一成 
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 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

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 
(兼)金融第二システム事業部 
第2ソリューション本部 第2部 部長 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

坂口 隆志 
金融第二システム事業部 
第3ソリューション本部 本部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

内田 浩史 
金融第二システム事業部 
第3ソリューション本部 第3部 部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

金融第二システム事業部 
第3ソリューション本部 第3部 部長 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

多賀 正光 社会・公共システム事業部 副事業部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) (株)日立製作所 

西 利昌 
社会・公共システム事業部 
社会第1ソリューション本部 本部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

福地 正興 

社会・公共システム事業部 
社会第1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 
社会第1ソリューション本部 第3部 部長 

社会・公共システム事業部 
第1ソリューション本部 担当本部長 

栗原 英夫 社会・公共システム事業部 
社会第2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 

松村  宣也 

社会・公共システム事業部 
社会第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  
社会第2ソリューション本部 第3部 部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

岩舘 正春 

社会・公共システム事業部  
社会第2ソリューション本部 第1部  
担当部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

田之畑 裕二 社会・公共システム事業部 
公共第1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 
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氏 名 異動後 異動前 

南里 勉 社会・公共システム事業部 
公共第2ソリューション本部 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 

鷲頭 浩一 
社会・公共システム事業部 
公共第2ソリューション本部 担当本部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

遠藤 辰美 社会・公共システム事業部 
公共第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4ソリューション本部 本部長 

宮崎 敦 社会・公共システム事業部 
公共第3ソリューション本部 担当本部長 

社会・公共システム事業部 
第4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4ソリューション本部 第2部 部長 

篠田 守彦 

社会・公共システム事業部  
公共第3ソリューション本部 第1部  
担当部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

社会・公共システム事業部  
第4ソリューション本部 第1部  
第1グループ GL主任技師 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

上野 英樹 

社会・公共システム事業部  
公共第3ソリューション本部 第2部  
担当部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

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  
第2グループ 主任技師 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

髙橋 修一 産業・流通システム事業部 事業部長 産業・流通システム事業部 副事業部長 

相部 竜一 産業・流通システム事業部 主管技師長 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

産業・流通システム事業部 主管技師長 
(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

平八重 賢裕 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 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1部  
第3グループ GL主任技師 

石川 淳巳 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 

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 

加藤 友哉 

産業・流通システム事業部 
中部ソリューション本部 本部長 
(兼)中部ビジネスセンタ センタ長（本部長） 
(但し、㈱日立ソリューションズより転籍) 

産業・流通システム事業部 
中部ソリューション本部 担当本部長 
(但し、㈱日立ソリューションズより出向受入) 

北村 裕行 産業・流通システム事業部 
関西ソリューション本部 本部長 

関西ビジネスセンタ センタ長（本部長） 
(兼)産業・流通システム事業部  
関西ソリューション本部 本部長 

大西 隆文 産業・流通システム事業部 
関西ソリューション本部 担当本部長 

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 

倉田 祐作 

プラットフォームソリューション事業部 
事業部長 
(兼)プラットフォームソリューション事業部 
企画本部 本部長 

社会・公共システム事業部 
副事業部長 
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氏 名 異動後 異動前 

久保田 誠司 
プラットフォームソリューション事業部  
プラットフォームソリューション第1本部  
本部長 

産業・流通システム事業 
第2ソリューション本部 本部長 

杉崎 茂 
プラットフォームソリューション事業部  
プラットフォームソリューション第2本部  
本部長 

デジタルトランスフォーメーション事業部 
プラットフォームソリューション本部 本部長 

日下部 健一 技術統括本部 品質保証本部 担当本部長 
技術統括本部 品質保証本部 第4部 部長 
(兼)技術統括本部 品質保証本部  
QAセンタ センタ長（部長） 

飯島 隆志 
技術統括本部 
プロジェクトマネジメント本部 本部長 
(但し、㈱日立製作所より転籍) 

(株)日立製作所 

熊谷 俊彦 
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 
(但し、㈱日立製作所より出向受入) 

㈱日立製作所 

吉田 真 技術統括本部 戦略技術推進本部 本部長 技術統括本部 
プロジェクトマネジメント本部 担当本部長 

鈴木 正一 

技術統括本部 戦略技術推進本部 
担当本部長 
(兼)技術統括本部 戦略技術推進本部 
戦略ソリューション部 部長 
(兼)監査室 担当部長 

技術統括本部 ITプロセスサポートセンタ  
ITプロセスサポート部 部長 
(兼)監査室 担当部長 

和田 秀樹 業務統括本部 統括本部長 
(兼)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 

松本 裕一 人事創夢本部  
Employee Happiness推進部 担当部長 

人事創夢本部  
Employee Happiness推進部  
人事グループ 部長代理 
(兼)人事創夢本部  
Employee Happiness推進部  
ライフ・キャリアサポートグループ 部長代理 

角田 文広 HRサポートセンタ センタ長 経営戦略統括本部 
エグゼクティブアドバイザー 

岡沼 昭一 HRサポートセンタ 本部長 
(兼)人事創夢本部 本部員 

人事創夢本部  
Employee Happiness推進部 部長 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

担当部署：コーポレート・コミュニケーション部 担当：菅野、大居  

E-mail：hsc-koho@hitachi-solutions.com 
 
 

mailto:hsc-koho@hitachi-solutions.com
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【ご参考】2021年4月1日付 組織図 
 
 
 
 
 
 

【ご参考】2021年4月1日付 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


