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2018年 3月16日 

株式会社日立ソリューションズ西日本 

 

職制改正および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西日本(本社：広島県広島市中区、取締役社長：秋山 和三)は、下記のとおり職

制改正および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 職制改正（2018年 4月 1日付） 

（1）CS・ES向上推進本部 

 ①本部を廃止し、CS向上推進部およびES向上推進部を新設する。 

 

（2）産業流通SL事業部 

 ①産業流通事業推進部を新設する。 

 ②産業SL本部第2部を廃止する。 

 

（3）社会公共SL事業部を社会SL事業部と公共SL事業部に分割し、社会SL事業部に社会SL本部、 

公共SL事業部に公共第1SL本部および公共第2SL本部を設置する。 

 

（4）社会SL事業部 

 ①社会SL本部を分割し、社会SL本部およびエネルギーSL本部とする。 

 ②社会SL本部に第1部および第2部を設置する。 

 ③エネルギーSL本部に第1部、第2部およびプラットフォームソリューション部を設置する。 

 

（5）金融SL事業部 

 ①金融SL企画部を廃止し、金融事業推進本部を新設する。 

 ②金融事業推進本部の下に、金融企画部、自主事業推進部および開発推進部を設置する。 

 ③金融第1SL本部内の部を再編し、4部体制とする。 

 ④金融第2SL本部内の部を再編し、3部体制とする。 

 

（6）事業サポート統括本部 

 ①技術本部を事業サポート本部に名称変更する。 
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 ②共通開発本部を廃止し、共通開発部を事業サポート本部に移管する。 

 ③技術部をエンジニアリングサポート部に名称変更する。 

 

2. 人事異動（2018年 4月 1日付） 

※異動内容が社会公共SL事業部の分割に伴う所属名の変更のみの場合は記載省略 

＜事業企画本部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

本部長 経営企画室 部長 三好 達也 

経営企画室長 部員 平本 裕二 

 

＜営業統括本部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

執行役員 

(兼)統括本部長 

株式会社日立ソリューションズ 

営業統括本部 関西営業本部長 
篠原 隆之 

第1 営業本部 産業営業部長 

第1 営業本部 産業営業部 

中国拠点営業グループ 部長代理 

(兼)福山営業所長 

竹本 孝義 

第2 営業本部長 

(兼)ES 向上推進部長 
第2 営業本部長 岡崎 義人 

第2 営業本部 担当本部長 第2 営業本部 社会公共営業部長 岡田 孝司 

第2 営業本部 社会公共営業部長 第2 営業本部 社会公共営業部 担当部長 森田 英孝 

 

＜産業流通SL 事業部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

副事業部長 

(兼)産業流通事業推進部長 
副事業部長 廣松 伸吾 

産業流通事業推進部 担当部長 担当部長 村上 隆 

産業SL 本部長 
社会公共SL 事業部 公共第1SL 本部  

担当本部長 
菅 和広 
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異 動 後 異 動 前 氏  名 

産業SL 本部 第1 部 担当部長 産業SL 本部 第2 部 担当部長 篠田 浩太郎 

産業SL 本部 第3 部 担当部長 
産業SL 本部 第3 部  

第1 グループ グループマネージャ 
杉村 和紀 

流通SL 本部長 事業サポート統括本部 共通開発本部長 隠木 満夫 

流通SL 本部 第1 部長 流通SL 本部 第2 部長 浜中 耕二 

流通SL 本部 第2 部長 流通SL 本部 第3 部長 関本 栄二 

流通SL 本部 第2 部 担当部長 流通SL 本部 第1 部長 服部 英明 

流通SL 本部 第3 部長 産業SL 本部 第2 部長 規井 達幸 

 

＜社会SL 事業部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

執行役員 

(兼)事業部長 

(兼)事業サポート統括本部長 

社会公共SL 事業部 副事業部長 

(兼)事業サポート統括本部長 
伊藤 真一 

社会SL 本部長 

(兼)第1 部長 

社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

担当本部長 
佐藤 登 

社会SL 本部 第2 部長 
社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

第1 部長 
岡本 研二 

エネルギーSL 本部長 社会公共SL 事業部 社会SL 本部長 前田 雅文 

エネルギーSL 本部 第1 部長 
社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

第2 部 担当部長 
佐伯 浩一 

エネルギーSL 本部 第2 部長 
社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

第3 部長 
真玉 明良 

エネルギーSL 本部 第2 部 担当部長 
社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

第3 部 担当部長 
松嶋 一昭 

エネルギーSL 本部  

プラットフォームソリューション部長 

社会公共SL 事業部 社会SL 本部  

第2 部長 
山本 康夫 
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＜公共SL 事業部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

公共第1SL 本部 ヘルスケアビジネス推進部  

担当部長 

社会公共SL 事業部 公共第1SL 本部  

ヘルスケアビジネス推進部 

第4 グループ グループマネージャ 

向井 一暁 

公共第2SL 本部 担当本部長 
社会公共SL 事業部 公共第2SL 本部 

第1 部長 
藤川 和彦 

公共第2SL 本部 第1 部長 
社会公共SL 事業部 公共第2SL 本部  

第1 部 担当部長 
貳百免 均 

 

＜金融SL 事業部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

金融事業推進本部長 金融第2SL 本部長 池辺 哲也 

金融事業推進本部 担当本部長 

(兼)開発推進部長 
金融第2SL 本部 本部長付 吉田 久智 

金融事業推進本部 開発推進部  

チーフ IT スペシャリスト 
金融第2SL 本部 チーフ IT スペシャリスト 原 鶴雄 

金融第1SL 本部 担当本部長 

(兼)第1 部長 
金融第1SL 本部 第1 部長 安川 栄一 

金融第1SL 本部 第2 部長 金融第1SL 本部 第1 部 担当部長 和泉 弘 

金融第1SL 本部 第3 部長 金融第1SL 本部 第2 部長 竹内 義則 

金融第1SL 本部 第3 部 担当部長 金融第1SL 本部 第2 部 担当部長 林田 正之 

金融第1SL 本部 第3 部 担当部長 
金融第1SL 本部 第2 部 

第1 グループ グループマネージャ 
高橋 政昭 

金融第1SL 本部 第4 部長 金融第1SL 本部 第3 部長 尾原 保夫 

金融第2SL 本部長 金融第1SL 本部 担当本部長 中村 哲博 
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異 動 後 異 動 前 氏  名 

金融第2SL 本部 第1 部 担当部長 

(兼)自主事業推進部長 
金融第2SL 本部 第2 部長 川畑 明 

金融第2SL 本部 第2 部長 金融第2SL 本部 第1 部 担当部長 浜崎 史郎 

金融第2SL 本部 第3 部長 

(兼)金融企画部長 
金融SL 企画部長 風間 健郎 

金融第2SL 本部 第3 部 担当部長 金融第2SL 本部 第1 部 担当部長 熊丸 剛 

 

＜プロダクト SL 事業部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

プロダクトサービス本部長 

(兼)クラウドサービス基盤運用部長 
IT プラットフォーム本部長 高山 聡一郎 

プロダクトサービス本部 パートナー営業部長 営業統括本部 第1 営業本部 産業営業部長 田畠 伸一 

IT プラットフォーム本部長 プロダクトサービス本部長 右田 克弘 

IT プラットフォーム本部 ソフトウェア開発部 

チーフ IT スペシャリスト 

IT プラットフォーム本部 ソフトウェア開発部 

IT スペシャリスト 
山本 博 

 

＜経営サポート統括本部＞ 

異 動 後 異 動 前 氏  名 

調達部長 
調達部  

調達グループ 部長代理 
吉岡 信也 

総務部長 調達部長 遠藤 秀彦 

業務効率化センタ長 

(兼)CS 向上推進部長 
業務効率化センタ長 平川 裕司 

 

※SL はソリューションの略 
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＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署： 事業企画本部 経営企画室 広報・調査グループ  担当者：黒崎 

Tel：080-1701-4925  E-mail：hsw-koho@hitachi-solutions.com 

 

以 上 

 

日立ソリューションズ グループは、お客様の業務ライフサイクルにわたり、豊富なソリューションを全体最適の視点で組み合わせ、 

ワンストップで提供する「ハイブリッドインテグレーション」を実現します。 

※ ハイブリッドインテグレーションは、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。 


