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本社    〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号 

Tel:０22-266-2181 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.hitachi-solutions-east.co.jp/ 

2022年3月14日 

株式会社日立ソリューションズ東日本 

 

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東日本 (本社：宮城県仙台市青葉区、取締役社長：小玉 陽一郎)は、2022年 

4月1日付で下記の通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（部相当組織以上） 

 ・イノベーションCoE統括本部を新設する。 

 ・人財統括本部を財務・人財統括本部に名称変更する。 

 

＜営業統括本部＞ 

 ・パッケージビジネス推進本部をマーケティング・コミュニケーション本部に名称変更する。 

 

＜営業統括本部 営業本部＞ 

 ・各部を再編し以下の部を新設する。 

 ・営業企画部を新設する。 

 ・北海道ソリューション営業部を新設する。 

 ・産業・流通ソリューション営業部を新設する。 

 ・社会ソリューション営業部を新設する。 

 ・公共・金融ソリューション営業部を新設する。 

 ・パッケージソリューション営業部を新設する。 

 

＜営業統括本部 マーケティング・コミュニケーション本部＞ 

 ・パッケージプリセールスセンタを営業本部より移管する。 

 ・パッケージプリセールスセンタをプリセールス・パートナービジネス部に名称変更する。 

 ・プリセールス・パートナービジネス部を新設する。 

 ・マーケティング・コミュニケーション部を新設する。 

 ・デジタル・マーケティング部を新設する。 

 ・パッケージ推進センタを廃止する。 
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＜イノベーションCoE統括本部＞ 

 ・クラウドサービス推進本部を全社直下より移管する。 

 ・イノベーション推進本部を新設する。 

 

＜イノベーションCoE統括本部 イノベーション推進本部＞ 

 ・イノベーション推進センタを新設する。 

 

＜社会基盤ソリューション事業部＞ 

 ・企画本部を新設する。 

 ・金融ソリューション本部を社会基盤ソリューション第一本部に名称変更する。 

 ・社会ソリューション本部を社会基盤ソリューション第二本部に名称変更する。 

 ・公共ソリューション本部を社会基盤ソリューション第三本部に名称変更する。 

 ・プロジェクトマネジメントセンタを新設する。 

 ・北海道システムセンタを新設する。 

 

＜社会基盤ソリューション事業部 企画本部＞ 

 ・企画部を新設する。 

 

＜社会基盤ソリューション事業部 社会基盤ソリューション第一本部＞ 

 ・金融ソリューション第一部をソリューション第一部に名称変更する。 

 ・金融ソリューション第二部をソリューション第二部に名称変更する。 

 ・金融ソリューション第三部をソリューション第三部に名称変更する。 

 

＜社会基盤ソリューション事業部 社会基盤ソリューション第二本部＞ 

 ・社会ソリューション第一部をソリューション第一部に名称変更する。 

 ・社会ソリューション第二部をソリューション第二部に名称変更する。 

 ・ソリューション第三部を新設する。 

 

＜社会基盤ソリューション事業部 社会基盤ソリューション第三本部＞ 

 ・公共ソリューション第一部をソリューション第一部に名称変更する。 

 ・公共ソリューション第二部をソリューション第二部に名称変更する。 

 ・公共ソリューション第三部をソリューション第三部に名称変更する。 

 ・公共ソリューション第四部をソリューション第四部に名称変更する。 

 ・JAMES開発センタを廃止する。 
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＜産業ソリューション事業部＞ 

 ・開発プロセス改革センタを廃止する。 

 

＜産業ソリューション事業部 産業ソリューション第一本部＞ 

 ・産業ソリューション第一部を産業ソリューション部に名称変更する。 

 

＜産業ソリューション事業部 産業ソリューション第二本部＞ 

 ・拡販推進センタを産業ソリューション事業部直下より移管する。 

 

＜事業戦略統括本部 事業企画本部＞ 

 ・地方協創推進センタを事業企画部に名称変更する。 

 

＜技術統括本部 業務改革推進本部＞ 

 ・情報セキュリティ推進部を新設する。 

 

＜財務・人財統括本部＞ 

 ・財務本部を全社直下より移管する。 

 

２．人事異動（部長相当職以上） 

【所属変更および新規兼務発令については本部相当以上の組織間に係るもののみ記載】 

 

＜営業統括本部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

恒川 千秋 

営業統括本部 

営業本部 

営業企画部 担当部長 

営業統括本部 

営業本部 

ソリューション第三営業部長 

本間 崇 

営業統括本部 

営業本部 

北海道ソリューション営業部 副部長 

営業統括本部 

営業本部 

ソリューション第一営業部 

第一グループ 部長代理 

鈴木 広美 

営業統括本部 

営業本部 

パッケージソリューション営業部長 

営業統括本部 

営業本部 

ソリューション第四営業部 副部長 
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矢内 則夫 

営業統括本部 

マーケティング・コミュニケーション本部 

プリセールス・パートナービジネス部長 

営業統括本部 

パッケージビジネス推進本部 

パッケージビジネス推進センタ 

担当部長 

佐藤 伸展 

営業統括本部 

マーケティング・コミュニケーション本部 

プリセールス・パートナービジネス部 

担当部長 

営業統括本部 

パッケージビジネス推進本部 

パッケージビジネス推進センタ長 

味岡 毅 

営業統括本部 

マーケティング・コミュニケーション本部 

マーケティング・コミュニケーション部長 

営業統括本部 

営業本部 

パッケージプリセールスセンタ長 

桜井 秀之 

営業統括本部 

マーケティング・コミュニケーション本部 

デジタル・マーケティング部長 

営業統括本部 

営業本部 

パッケージプリセールスセンタ 

チーフセールスエキスパート 

佐藤 宏 
営業統括本部 

ビジネスデザイン本部長 

営業統括本部 

ビジネスデザイン本部 副本部長 

梅林 知友子 
営業統括本部 

ビジネスデザイン本部 副本部長 

営業統括本部 

ビジネスデザイン本部 

知財推進部長 

山内 豊彦 

営業統括本部 

ビジネスデザイン本部 

ビジネスデザイン推進部長 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

BPM 

 

＜イノベーションCoE統括本部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

辺見 吉克 
執行役員 

イノベーションCoE統括本部長 

執行役員 

産業ソリューション事業部長 

千葉 憲昭 
イノベーションCoE統括本部 

イノベーション推進本部長 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第二本部 

担当本部長 
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＜社会基盤ソリューション事業部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

工藤 孝生 社会基盤ソリューション事業部 SPM 
社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部 SPM 

南 巧太 

社会基盤ソリューション事業部 

プロジェクトマネジメントセンタ 

副センタ長 

社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部 

社会ソリューション第一部 担当部長 

柴田 篤 
社会基盤ソリューション事業部 

企画本部長 

社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部長 

大久保 信哉 

社会基盤ソリューション事業部 

企画本部 

企画部長 

社会基盤ソリューション事業部 

新事業推進本部 

新事業開発センタ 

チーフコンサルタント 

板橋 文男 
社会基盤ソリューション事業部 

北海道システムセンタ長 

社会基盤ソリューション事業部 

金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部長 

遊坐 正之 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第一本部 

ソリューション第一部長 

社会基盤ソリューション事業部 

金融ソリューション本部 

金融ソリューション第一部 

第二グループ GL主任技師 

星 信一 
社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第二本部長 

社会基盤ソリューション事業部 

金融ソリューション本部 副本部長 

斎藤 和夫 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第二本部 

ソリューション第一部 担当部長 

社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部 

社会ソリューション第一部 

第一グループ GL主任技師 

石ヶ森 和義 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第二本部 

ソリューション第一部 担当部長 

社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部 

社会ソリューション第一部 

第二グループ GL主任技師 

大森 正 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第二本部 

ソリューション第三部長 

社会基盤ソリューション事業部 

社会ソリューション本部 

社会ソリューション第二部 

第三グループ GL主任技師 
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常田 大 
社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第三本部長 

社会基盤ソリューション事業部 

公共ソリューション本部 

JAMES開発センタ長 

高橋 幸夫 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第三本部 

副本部長 

社会基盤ソリューション事業部 

公共ソリューション本部長 

奈良 紀武 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第三本部 

CPM 

社会基盤ソリューション事業部 

公共ソリューション本部 副本部長 

小村 秀樹 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第三本部 

ソリューション第三部 担当部長 

社会基盤ソリューション事業部 

公共ソリューション本部 

JAMES開発センタ 副センタ長 

小野 仁 

社会基盤ソリューション事業部 

社会基盤ソリューション第三本部 

ソリューション第四部 副部長 

社会基盤ソリューション事業部 

公共ソリューション本部 

公共ソリューション第四部 

第二グループ GL主任技師 

 

＜産業ソリューション事業部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

円井 高 
執行役員 

産業ソリューション事業部長 

産業ソリューション事業部 

副事業部長 

新藤 南平 
産業ソリューション事業部 

副事業部長 

産業ソリューション事業部 

副事業部長 

越智 康 

産業ソリューション事業部 

副事業部長 

（兼）ビジネスソリューション本部長 

産業ソリューション事業部 

開発本部長 

上野 誠 
産業ソリューション事業部 

プロジェクトマネジメントセンタ長 

産業ソリューション事業部 

プロジェクトマネジメントセンタ 

副センタ長 

金野 博一 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第一本部 

副本部長 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第一本部 

産業ソリューション第一部長 

海老名 拓 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第一本部 

東北ソリューション部 担当部長 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

PSIソリューション部 副部長 
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伊藤 博久 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第二本部 

副本部長 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

副本部長 

佐藤 純也 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第二本部 

産業ソリューション第一部長 

産業ソリューション事業部 

産業ソリューション第二本部 

産業ソリューション第一部 副部長 

斉藤 亮 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

PSIソリューション部長 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

PSIソリューション部 担当部長 

今野 和幸 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

PSIソリューション部 

チーフＩＴスペシャリスト 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

PSIソリューション部長 

太田 圭一 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

アナリティクスソリューション部 副部長 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション本部 

アナリティクスソリューション部 

第一グループ GL主任技師 

加賀 雅弘 

産業ソリューション事業部 

開発本部長 

（兼）産業ソリューション事業部 

カスタマーサービス推進センタ長 

産業ソリューション事業部 

カスタマーサービス推進センタ長 

 

＜事業戦略統括本部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

橋 祐一 

事業戦略統括本部 

事業企画本部 

研究開発部 担当部長 

事業戦略統括本部 

事業企画本部 

地方協創推進センタ長 

若松 正浩 

事業戦略統括本部 

事業企画本部 

事業企画部長 

社会基盤ソリューション事業部 

新事業推進本部 

新事業開発センタ 副センタ長 
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＜技術統括本部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

野場 文彰 技術統括本部長 技術統括本部 副統括本部長 

小寺 竜太郎 

技術統括本部 

品質生産性本部 

担当本部長 

技術統括本部 

品質生産性本部 

生産技術部長 

佐藤 隆治 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

CPM 

営業統括本部 

ビジネスデザイン本部長 

佐藤 憲一 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

情報システム部長 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

情報システム部 

主任技師 

佐藤 徹 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

情報システム部 

チーフＩＴスペシャリスト 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

情報システム部長 

室岡 昭紀 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

業務企画部長 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

業務企画部 

部長代理 

秋月 大治 

技術統括本部 

業務改革推進本部 

情報セキュリティ推進部 副部長 

人財統括本部 

人財本部 

法務・コンプライアンス部 副部長 

 

＜財務・人財統括本部＞ 

氏 名 異動後 異動前 

斉藤 孝 
執行役員 

財務・人財統括本部長 

執行役員 

財務本部長 

大類 浩 財務・人財統括本部 副統括本部長 人財統括本部長 

鈴木 馨 
財務・人財統括本部 

担当本部長 

人財統括本部 

調達部長 

清野 政孝 
財務・人財統括本部 

財務本部長 

財務本部 

財務部長 
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平賀 輝行 

財務・人財統括本部 

財務本部 

財務部長 

財務本部 

財務部 

部長代理 

大内 綾子 

財務・人財統括本部 

人財本部 

人事部 担当部長 

人財統括本部 

人財本部 

人事部 

部長代理 

佐々木 博一 

財務・人財統括本部 

人財本部 

法務・コンプライアンス部 担当部長 

財務本部 

財務部 担当部長 

 

以上 

＜ニュースリリースに関するお問合せ先＞ 

担当：パッケージビジネス推進本部 小野 

TEL：022－266－2170（ダイヤルイン） E-Mail：hse-info@hitachi-solutions.com  

mailto:hse-info@hitachi-solutions.com

