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2014年12月25日 
株式会社日立システムズ 

 
人事異動について 

 
株式会社日立システムズ（代表取締役 取締役社長：髙橋 直也、本社：東京都品川区）は、 

下記の通り人事異動を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 
1．人事異動（2015年1月1日付） 

異動後 異動前 氏名 

▽財務本部 本部員 財務本部 販売プロセス管理部 部長 宮腰 勉 

▽財務本部 第一財務部 主管 財務本部 財務サポートセンタ センタ長 岩本 元二朗 

▽財務本部 第二財務部 担当部長 

(兼)サービス・ソリューション事業統括本部 

計画部 担当部長 

財務本部 第二財務部 担当部長 奥野 洋史 

▽人事総務本部 本部員 人事総務本部 勤労部 部長 安藤 正樹 

▽人事総務本部 勤労部 部長 人事総務本部 西日本総務部 部長 山田 直人 

▽人事総務本部 総務部 担当部長 人事総務本部 本部員 村西 拓 

▽人事総務本部 西日本総務部 部長 
人事総務本部 総務部 担当部長 

(兼)同本部 人財戦略部 担当部長 
竹中 浩一 

▽営業統括本部 マーケティング本部 

営業企画本部 営業事務支援センタ 担当部長 
財務本部 販売プロセス管理部 担当部長 寺山 繁樹 

▽マネージドサービス事業グループ 

コンタクトセンタ事業部 

ビジネスサポート本部 本部員 

マネージドサービス事業グループ 

コンタクトセンタ事業部 

ビジネスサポート本部 第二ビジネスサポート部 

担当部長 

杉野 貞夫 
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異動後 異動前 氏名 

▽マネージドサービス事業グループ 

コンタクトセンタ事業部 

ビジネスサポート本部 第一ビジネスサポート部 

担当部長 

財務本部 財務サポートセンタ 担当部長 岸本 武彦 

▽マネージドサービス事業グループ 

コンタクトセンタ事業部 

ビジネスサポート本部 第一ビジネスサポート部 

担当部長 

(兼)産業・流通事業グループ 

産業・流通営業統括本部 企画部 担当部長 

産業・流通事業グループ 産業・流通営業統括本部 

企画部 担当部長 
内田 広思 

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

クラウドＩＣＴサービス営業統括本部 

企業情報営業本部 第三営業部 部長 

(兼)営業統括本部 マーケティング本部 

営業企画本部 日立営業推進部 部長 

クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

クラウドＩＣＴサービス営業統括本部 

企業情報営業本部 第三営業部 部長 

千葉 茂 

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

日立・企業情報サービス事業部 

システムソリューション本部 本部長 

(兼)同本部 第二システム部 部長 

クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

日立・企業情報サービス事業部 

システムソリューション本部 本部長 

小川 賢治 

▽クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

日立・企業情報サービス事業部 

システムソリューション本部 第二システム部 

担当部長 

クラウドＩＣＴサービス事業グループ 

日立・企業情報サービス事業部 

システムソリューション本部 第二システム部 

部長 

藤本 巧 

▽公共事業グループ 公共情報サービス事業部 

主管技師長 

公共事業グループ 公共情報サービス事業部 

関東自治体システム本部 主管技師長 
田中 俊憲 

▽公共事業グループ 公共情報サービス事業部 

ＩＤ基盤構築プロジェクト 主管技師長 

公共事業グループ 公共情報サービス事業部 

担当部長 
野道 和孝 

▽公共事業グループ 公共パッケージ事業部 

副事業部長 

(兼)同事業部 第三開発本部 本部長 

(兼)同グループ 公共情報サービス事業部 

ＩＤ基盤構築プロジェクト 本部長 

公共事業グループ 公共パッケージ事業部 

副事業部長 

(兼)同事業部 第三開発本部 本部長 

福岡 康文 

▽金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 担当部長 

金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

中部金融サービス部 部長 

(兼)同本部 三河支店 支店長 

(兼)同本部 三重支店 支店長 

小島 一芝 

▽金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

担当部長 

金融事業グループ 金融プラットフォーム事業部 

担当部長 
辻 俊彦 

 

 

 



3 

異動後 異動前 氏名 

▽金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

第二アドバンスドサービス部 部長 

金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

第二アドバンスドサービス部 担当部長 

小林 司 

▽金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

中部金融サービス部 部長 

(兼)同本部 三河支店 支店長 

(兼)同本部 三重支店 支店長 

金融事業グループ 

金融プラットフォーム事業部 サービス本部 

第二アドバンスドサービス部 部長 

長瀬 栄志 

▽産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

第一システム本部 福祉システムサービス部 

部長 

産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

西日本システム本部 福祉システムサービス部 

部長 

田村 弘之 

▽産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

第一システム本部 福祉システムサービス部 

主管技師 

産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

西日本システム本部 福祉システムサービス部 

主管技師 

西岡 勉 

▽産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

第三システム本部 本部長 

(兼)同本部 第二システム部 部長 

産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

第三システム本部 本部長 

北岡 猶久 

▽産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

西日本システム本部 

アプリケーションシステム部 部長 

産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

第三システム本部 第二システム部 部長 

宮崎 隆太 

▽産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

西日本システム本部 

アプリケーションシステム部 担当部長 

産業・流通事業グループ 

産業・流通情報サービス第一事業部 

西日本システム本部 

アプリケーションシステム部 部長 

堀越 和男 

▽東日本地域グループ 

関東甲信越支社 副支社長 

(兼)同支社 営業本部 本部長 

(兼)同本部 千葉支店 支店長 

東日本地域グループ 

関東甲信越支社 副支社長 
神谷 敏郎 

▽東日本地域グループ 

神奈川支社 支社長 

(兼)同支社 営業本部 本部長 

東日本地域グループ 

関東甲信越支社 営業本部 本部長 

(兼)同本部 千葉支店 支店長 

篠崎 哲 

 

 

 

 

■報道機関のお問い合わせ先 

株式会社日立システムズ CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部 杉山、住川 
〒141-8672 東京都品川区大崎一丁目2 番1 号 
TEL：03-5435-5002(直通)  E-mail ： press.we@ml.hitachi-systems.com 

以上 
＊記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。 


