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2012年 3月 13日 

株式会社 日立産機システム 

 

 

新役員体制並びに職制改正・人事異動について 
 

 株式会社日立産機システム（取締役社長 長野晄史）は、下記の通り役員体制を変更するとともに、 

職制改正・人事異動を行ないます。 

 

記 

１．新役員体制 

1-1.役員異動【凡例：▽新職(旧職)継続職 氏名】 

〈4 月 1 日付〉 

▽取締役社長（常務取締役 ソリューション・サービス統括本部長 

兼 エンジニアリング事業推進本部長 兼 経営サポート本部長 兼 グループ経営企画室長 

兼 業務プロセス改革センタ長 兼 コンプライアンス推進本部長）青木 優和 

▽常務取締役 事業統括本部長 兼 業務プロセス改革センタ長（取締役[非常勤]）野村 康宏 

▽常務取締役 経営サポート本部長 兼 グループ経営企画室長 兼 コンプライアンス推進本部長 

（取締役 兼 コンプライアンス推進本部副本部長）兼 人事総務部長 兼 工事安全センタ長 

柴田 誠 

▽ソリューション・サービス統括本部長（ソリューション・サービス統括本部副本部長 

兼 サービス事業部長 兼 海外支援センタ長 兼 関東支社副支社長 兼 事業統括本部 

国際事業部 海外サービス支援センタ長）取締役 荒武 直嘉 

▽取締役 兼 事業統括本部副本部長（業務役員 主管技師長） 

ソリューション・サービス統括本部副本部長 兼 エンジニアリング事業推進本部長 

兼 新エネルギー推進センタ長 浦上 毅 

▽取締役 事業統括本部副本部長（業務役員 兼 事業統括本部 国際事業部 海外事業企画部長） 

兼 国際事業部長 兼 関東支社副支社長 荒谷 豊 

▽取締役[非常勤]（取締役 事業統括本部副本部長 兼 省力システム事業部長 兼 多賀事業所長） 

峯岸 孝壽 

▽監査役（取締役 営業統括本部副本部長 兼 企画統括部長 兼 経営サポート本部副本部長 

兼 輸出管理センタ長）高橋 哲男 

 

1-2.退任役員 

〈4 月 1 日付〉 

▽顧問（取締役社長）長野 晄史 

▽（常務取締役 事業統括本部長）藤原 達夫 

▽（取締役 事業統括本部副本部長 兼 ドライブシステム事業部長 兼 習志野事業所長） 

原田 昇一 

▽（監査役）中嶋 範昭 
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1-3.業務役員異動【凡例：▽新職(旧職)継続職 氏名】 

〈4 月 1 日付〉 

▽業務役員、業務プロセス改革センタ副センタ長 兼 事業統括本部 モノづくり統括部長 

緒形 利夫 

▽業務役員 グローバルビジネス推進センタ長、中川 敬司 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部長 兼 習志野事業所長 

（ドライブシステム事業部副事業部長）業務役員 千葉 宏 

▽業務役員 事業統括本部 空圧システム事業部長 兼 清水事業所長（ＱＡセンタ長 

兼 環境管理センタ長）柳澤 清司 

▽業務役員 事業統括本部 受配電・環境システム事業部長 兼 中条事業所長、鈴木 幸男 

▽業務役員 事業統括本部 省力システム事業部長 兼 多賀事業所長（研究開発センタ長） 

藤井 健二郎 

 

1-4.退任業務役員 

〈3 月 31 日付〉 

▽（業務役員 関東支社副支社長）今井 正 

▽（業務役員 事業統括本部 空圧システム事業部長 兼 清水事業所長）山田 寿紀 

▽（業務役員 事業統括本部 受配電・環境システム事業部長 兼 中条事業所長）伊豆名 具己 

 

２．職制改正・人事異動 

 2-1.職制改正 

〈4 月 1 日付〉 

▽社長直属組織としてグローバルビジネス推進センタを新設する。 

▽ソリューション・サービス統括本部エンジニアリング事業推進本部産業システム事業部を廃止する。 

 

2-2.人事異動【凡例:▽新職（旧職）継続職 氏名】 

〈4 月 1 日付〉 

▽研究開発センタ長（研究開発センタ副センタ長）相馬 憲一 

▽研究開発センタ 知的財産権部長（研究開発センタ担当部長）小塙 章 

▽企画統括部長 兼 輸出管理センタ長（北海道支社長）笠松 修 

▽ＱＡセンタ長 兼 環境管理センタ長（ＱＡセンタ副センタ長 兼 環境管理センタ副センタ長）兼 事業

統括本部 省力システム事業部 品質保証部長 山越 明博 

▽ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部副本部長 

（ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 産業システム事業部長 

兼 エンジニアリング統括センタ長）佐藤 健治 

▽ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 エンジニアリングセンタ長 

（ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 

産業システム事業部副事業部長 兼 エンジニアリング統括センタ副センタ長） 

兼 装置エンジニアリング部長 永野 孝幸 

▽ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 

埼玉エンジニアリングセンタ長（ソリューション・サービス統括本部 

エンジニアリング事業推進本部 産業システム事業部副事業部長  
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兼 エンジニアリング統括センタ 埼玉エンジニアリングセンタ長）森 裕久 

▽兼 生産管理センタ長、ソリューション・サービス統括本部 エンジニアリング事業推進本部 

埼玉エンジニアリングセンタ 装置システム部長 服部 清美 

▽ソリューション・サービス統括本部 社会電機システム事業部 習志野社会システム部長 

（関西支社 システム部長）西谷 昌工 

▽兼 建設センタ長、ソリューション・サービス統括本部 社会電機システム事業部 営業センタ長加藤 

隆浩 

▽ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部長 兼 海外支援センタ長 

兼 関東支社副支社長 兼 事業統括本部 国際事業部 海外サービス支援センタ長 

（ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部副事業部長 兼 関西支社副支社長） 

道前 淳一 

▽北海道支社長（中部支社 第二営業部長）米内 聡 

▽関東支社副支社長（兼 制御システム営業部長）兼 第一営業部長 西口 圭介 

▽関東支社 ソリューション営業部長、須藤 隆行 

▽関東支社 制御システム営業部長、古見 豊 

▽関東支社 第三営業部長（関西支社 第二営業部長 兼 環境・省エネソリューションセンタ長）大西 

悟 

▽兼 第二営業部長、中部支社長 萩野 博久 

▽関西支社 環境・省エネソリューションセンタ長、山口 清幸 

▽関西支社 第二営業部長、小林 伸史 

▽関西支社 システム部長、山岡 庸晃 

▽中国支社 営業部長 兼 環境・省エネソリューションセンタ長（中国支社 山口支店長） 

長井 啓三 

▽中国支社 山口支店長（関東支社 横浜支店副支店長）小田 恭宏 

▽事業統括本部 モノづくり統括部 中条生産技術センタ長、須貝 一成 

▽事業統括本部 国際事業部 海外事業企画部長、村井 知道 

▽事業統括本部 ドライブシステム事業部副事業部長、兼 電動力応用開発統括部長 園田 眞治 

▽兼 事業改革センタ長（兼 基礎技術開発センタ長 兼 海外支援センタ長）事業統括本部 

ドライブシステム事業部 ドライブシステム設計統括部長 小俣 剛 

▽兼 基礎技術開発センタ長（兼 事業改革センタ副センタ長）事業統括本部 

ドライブシステム事業部 ドライブシステム設計統括部 ＰＭモータ設計部長 大原 光一郎 

▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 クリーンエア装置企画センタ長 

（事業統括本部 受配電・環境システム事業部 企画部担当部長）遠山 雄二 

▽兼 海外支援センタ長、事業統括本部 受配電・環境システム事業部 設計統括部 

変圧器設計部担当部長 稲垣 勝敏 

 

以上 
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