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2015 年 3 月 9 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〉 

  ▽専務取締役 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（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）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 財務部長 兼 リスクマネジメン

ト本部長 兼 輸出管理センタ長（取締役 経営サポート本部  財務部長）稲葉 公昭 

  ▽常務取締役 経営企画本部長（取締役 経営企画本部長）荒谷 豊 

  ▽取締役 営業統括本部長（業務役員 営業統括本部副本部長 兼 海外営業企画部長）西森 

和善 

  ▽取締役 経営サポート本部 人事総務部長 兼 リスクマネジメント本部副本部長（業務役員 経

営サポート本部 人事総務部長）保科 充則 

 

 1-2. 退任役員 

〈3月31日付〉 

 ▽（取締役副社長）衣川 清 

 ▽（常務取締役 営業統括本部長）水垣 孝治 

 ▽（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）柴田 誠 

 

 1-3. 業務役員異動 

〈4月1日付〉 

  ▽業務役員 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長 兼 事業統

括本部 モノづくり技術統括部長（業務役員 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 ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部長（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 営業統括本部 企画統括部副部長 兼 関東支社

長）道前 淳一 

  ▽業務役員 営業統括本部副本部長（業務役員 営業統括本部副本部長 兼 関西支社長）森

井 厚雄 

  ▽業務役員 営業統括本部副本部長 兼 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 業務プロセス改革センタ 国際業務改革プロジェクトリーダ、川瀬 健一 
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  ▽業務役員 営業統括本部副本部長（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 環境管理センタ長 兼 清水事業所長

（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）戸田 正明 

  ▽業務役員 事業統括本部 経理部長 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 原価計算改革プロジェクトリーダ 兼 コスト構造改革プロジェクトリーダ（事業

統括本部 経理部長 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 

原価計算改革プロジェクトリーダ）新倉 豊 

 

 1-4. 退任業務役員 

〈3月31日付〉 

  ▽取締役 営業統括本部長（業務役員 営業統括本部副本部長 兼 海外営業企画部長）西森 

和善 

  ▽取締役 経営サポート本部 人事総務部長 兼 リスクマネジメント本部副本部長（業務役員 経

営サポート本部 人事総務部長）保科 充則 

 

２． 職制改正・人事異動 

2-1.職制改正 

〈4月1日付〉 

  ▽営業統括本部関東支社をソリューション・サービス統括本部に移管し、関東サービス統括部とす

る。 

  ▽営業統括本部企画統括部を廃止する。 

  ▽営業統括本部東北支社を名称変更し、北日本支社とする。 

  ▽営業統括本部北海道支社を北日本支社に移管し、北海道支店とする。 

 

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 エンジニアリング事業推進本部副本部長 兼 埼玉事業所

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 システム生産センタ長） 

肥後 英行 

  ▽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 システム生産センタ長、泉 

泰幹 

  ▽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 関東サービス統括部長 

兼 東京サービス部長（営業統括本部 関東支社 東京サービス部長）本間 隆史 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 サービス事業部 企画部長（営業統括本部 関西支社 サー

ビス・エンジニアリング部長）森田 住夫 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 東京中央サービス部長（営業統括本

部 東北支社 サービス・エンジニアリング部長）海藤 信幸 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 北関東サービス部長、日暮 晃 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 茨城サービス部長（営業統括本部 関

東支社 茨城支店長）宗像 孝 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 横浜サービス部長、木下 順二 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 新潟サービス部長（営業統括本部 関
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東支社 東京中央サービス部長）重村 武志 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 関東サービス統括部 甲信サービス部長（営業統括本部 関

東支社 甲信支店長）鹿庭 基樹 

  ▽営業統括本部 ソリューション営業統括部長 兼 環境システム営業部長 兼 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（営業統括本部 北海道支社長）米

内 聡 

  ▽営業統括本部 機器営業統括部 海外営業部長（事業統括本部 ドライブシステム事業部 企

画部長）村井 知道 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部長（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 第一営業部長（営業統括本部 中部支社 ソリューション営

業部長）古川 潔 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 海外営業部長、西潟 公一 

  ▽営業統括本部 北日本支社長（営業統括本部 東北支社長）三浦 誠 

  ▽営業統括本部 北日本支社 復興推進センタ長（営業統括本部 東北支社 復興推進センタ長）

本間 久裕 

  ▽営業統括本部 北日本支社 営業部長（営業統括本部 東北支社 営業部長 兼 福島支店長）

柴崎 仁 

  ▽営業統括本部 北日本支社 サービス・エンジニアリング部長、梅澤 学 

  ▽営業統括本部 北日本支社 北海道支店長、大原 久明 

  ▽営業統括本部 北日本支社 福島支店長、森田 進 

  ▽営業統括本部 中部支社 ソリューション営業部長、大森 与志男 

  ▽営業統括本部 関西支社長（営業統括本部 ソリューション営業統括部長 兼 環境・省エネソリ

ューションセンタ長 兼 関東支社副支社長 兼 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）西口 圭介 

  ▽営業統括本部 関西支社 サービス・エンジニアリング部長（営業統括本部 企画統括部 サー

ビス企画部長）西村 眞一 

  ▽営業統括本部 関西支社 京滋支店長、松岡 琢二 

  ▽事業統括本部 事業管理部長、松下 鶴正 

  ▽事業統括本部 モノづくり技術統括部副統括部長 兼 デザイン技術センタ長（事業統括本部 

ドライブシステム事業部副事業部長）園田 眞治 

  ▽事業統括本部 モノづくり技術統括部 生産改革センタ長（事業統括本部 モノづくり統括部 

生産改革センタ長）吉川 謙二 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部副事業部長 兼 ドライブシステム統括部長 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 習志野改革プロジェクトリーダ

（事業統括本部 ドライブシステム事業部 ドライブシステム統括部長 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 習志野改革プロジェクトリーダ）小俣 剛 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 企画部長（事業統括本部 ドライブシステム事業部 モ

ータ設計部長）佐藤 和雄 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 モータ設計部長、松井 秀和 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 制御システム設計部長、杉野 英則 

  ▽事業統括本部 ドライブシステム事業部 生産技術部長 兼 モノづくり技術統括部 投資計画

センタ長（事業統括本部 ドライブシステム事業部 生産技術部長 兼 モノづくり統括部 投

資計画センタ長）谷 昌吾 
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  ▽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（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 省力システム事業部 ホイスト設計部長 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 多賀改革プロジェクトリーダ（事業統括本部 省力システム

事業部 製造部長）久恒 一修 

  ▽事業統括本部 省力システム事業部 製造部長、松本 邦夫 

  ▽事業統括本部 資材部長 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 資材調達改革プロジェクトリーダ（経営サポート本部 資材統括部長 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 資材調達改革プロジェクトリーダ 兼 

グローバルビジネス推進センタ GP・VECプロジェクトリーダ）滋野 光幸 

  ▽経営サポート本部 グローバル調達戦略部長（事業統括本部 資材部長 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副センタ長）篠木 直哉 

  ▽経営サポート本部 IT戦略室部長、五十嵐 和明 

 

 

 

 

以上 
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