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2014年 3月 10日 

株式会社日立産機システム 

 

新役員体制、職制改正ならびに人事異動について 
 

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

職制改正ならびに人事異動を行います。【凡例:▽異動後(異動前) 氏名】 

 

１． 新役員体制 

 1-1. 役員異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽常務取締役 事業統括本部長 兼 スマートトランスフォーメーション推進本部長 兼 グローバ

ルビジネス推進センタ長（常務取締役 事業統括本部長 兼 スマートトランスフォーメーション

推進本部長）野村 康宏 

  ▽常務取締役 経営サポート本部長 兼 グループ会社室長 兼 リスクマネジメント本部長 兼 

輸出管理センタ長（常務取締役 経営サポート本部長 兼 グループ会社室長 兼 輸出管理

センタ長 兼 コンプライアンス推進本部長）柴田 誠 

  ▽取締役 事業統括本部副本部長 兼 受配電・環境システム事業部長 兼 中条事業所長（取

締役[非常勤]）峯岸 孝壽 

  ▽監査役（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 

 

 1-2. 退任役員 

〈3 月 31 日付〉 

 ▽事業統括本部 システム推進事業部長（取締役 ソリューション・サービス統括本部副本部長 

兼 事業統括本部副本部長 兼 システム推進事業部長）浦上 毅 

 ▽（監査役）高橋 哲男 

 

 1-3. 業務役員異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽業務役員 ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部長 兼 関東支社長（ソリューショ

ン・サービス統括本部 サービス事業部長）道前 淳一 

  ▽業務役員 営業統括本部副本部長 兼 企画統括部 海外営業企画部長、西森 和善 

  ▽業務役員 営業統括本部副本部長 兼 企画統括部長、今井 正 

  ▽業務役員 事業統括本部 空圧システム事業部長 兼 Ｕプロジェクトリーダ 兼 環境管理セン

タ長 兼 清水事業所長（事業統括本部 空圧システム事業部 企画部長） 戸田 正明 

  ▽業務役員[非常勤]（業務役員 事業統括本部 空圧システム事業部長 兼 Ｕプロジェクトリーダ 

兼 環境管理センタ長 兼 清水事業所長）柳澤 清司 

  ▽業務役員[非常勤]、潘 耀華 
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 1-4. 退任業務役員 

〈3 月 31 日付〉 

  ▽監査役（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 営業統括本部副本部長 兼 企画統括部 海外営業企画部長 兼 スマートトラン

スフォーメーション推進本部 グローバルビジネス推進センタ長）中川 敬司 

  ▽（業務役員 事業統括本部 空圧システム事業部副事業部長 兼 相模事業所長 兼 ベビコン

設計部長）小田切 明治 

 

２． 職制改正・人事異動 

2-1.職制改正 

〈４月 1 日付〉 

  ▽コンプライアンス推進本部を廃止し、社長直属組織としてリスクマネジメント本部を新設する。 

  ▽営業統括本部四国支社を関西支社に移管し、四国支店とする。 

 

2-2.人事異動 

〈４月 1 日付〉 

  ▽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 習志野社会システム部長）西谷 昌工 

  ▽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、高橋 

宏明 

  ▽営業統括本部 工事管理・安全センタ長、野中 浩二 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長、三好 和司 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第二営業部長、加村 栄一 

  ▽営業統括本部 中部支社長（営業統括本部 中国支社長）細川 賢次 

  ▽営業統括本部 関西支社 第一営業部長、山口 量弘 

  ▽営業統括本部 関西支社 第三営業部長（営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長）

大西 悟 

  ▽営業統括本部 関西支社 四国支店長（営業統括本部 中国支社 営業部長）長井 啓三 

  ▽営業統括本部 中国支社長（営業統括本部 関東支社長）立川 哲也 

  ▽営業統括本部 中国支社 営業部長（営業統括本部 関西支社 第三営業部長）森本 康 

  ▽営業統括本部 中国支社 サービス・エンジニアリング部長、高川 泰正 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 風水力機械設計部長、渡部 秀 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 製造部長（事業統括本部 ドライブシステム事業部 

生産管理部長）星 孝治 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 品質保証部長、出木 武 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 生産管理部長（事業統括本部 ドライブシステム事業

部 風水力機械設計部長）石田 文昭 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部副事業部長 兼 相模事業所長（事業統括本部 空圧シス

テム事業部 汎用圧縮機設計部長）坂本 晋 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 企画部長、今井 文一 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 汎用圧縮機設計部長、田中 英晴 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 相模事業所 ベビコン設計部長、福井 宏治 
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  ▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部副事業部長、本間 文幾 

  ▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 製造部長、筒井 宏 

  ▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 生産技術部長 兼 スマートトランスフォーメーシ

ョン推進本部 業務プロセス改革センタ 中条改革プロジェクトリーダ（事業統括本部 受配電・

環境システム事業部 製造部長 兼 生産技術部長 兼 スマートトランスフォーメーション推

進本部 業務プロセス改革センタ 中条改革プロジェクトリーダ）片野 耕一 

  ▽事業統括本部 省力システム事業部 品質保証部長 兼 多賀事業所 環境管理センタ長（事

業統括本部 省力システム事業部 品質保証部長）瀧澤 芳治 

  ▽事業統括本部 習志野事業所 環境管理センタ長（事業統括本部 ドライブシステム事業部 品

質保証部長 兼 習志野事業所 環境管理センタ長）佐藤 栄悦 

  ▽経営サポート本部 ＩＴ戦略室長、住江 真二郎 

  ▽リスクマネジメント本部 コンプライアンス部長、松坂 淳 

  ▽リスクマネジメント本部 監査室長（経営サポート本部 ＩＴ戦略室長）石塚 直也 

 

 

 

以 上 
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