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2013 年 3 月 11 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)継続 氏名】 

 

1．新役員体制 

1-1.役員異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽取締役副社長、衣川 清 

  ▽兼 企画統括部長（兼 事業統括本部副本部長）常務取締役 営業統括本部長 水垣 孝治 

  ▽兼 スマートトランスフォーメーション推進本部長（兼 業務プロセス改革センタ長） 

   常務取締役 事業統括本部長 野村 康宏 

  ▽兼 グループ会社室長（兼 グループ経営企画室長）常務取締役 経営サポート本部長 

   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 

  ▽兼 営業統括本部副本部長、取締役 ソリューション・サービス統括本部長 荒武 直嘉 

  ▽兼 システム推進事業部長（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長 兼 新エネルギー推進センタ長）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 浦上 毅 

  ▽経営企画本部長（事業統括本部副本部長 兼 国際事業部長 兼 海外事業企画部長 

   兼 関東支社副支社長）取締役 荒谷 豊 

  ▽取締役（業務役員 兼 事業統括本部 ドライブシステム事業部 海外事業推進センタ長） 

   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 千葉 宏 

 

1-2.業務役員異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽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 

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

   緒形 利夫 

  ▽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 

   （グローバルビジネス推進センタ長）業務役員 中川 敬司 

  ▽業務役員 営業統括本部副本部長、兼 関西支社長 森井 厚雄 

  ▽兼 環境管理センタ長、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 

   柳澤 清司 

  ▽業務役員 兼 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、 

   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 小田切 明治 

  ▽業務役員、経営サポート本部 人事総務部長 兼 工事安全センタ長 保科 充則 

  ▽業務役員[非常勤]、千野 則昭 
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1-3.退任業務役員 

〈3 月 31 日付〉 

  ▽（業務役員 関東支社長 兼 環境・省エネソリューションセンタ長）清水 博明 

 

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経営企画本部及びスマートトランスフォーメーション推進本部を新設する。 

  ・ソリューション・サービス統括本部にクレーン事業推進センタを新設する。 

  ・企画統括部を営業統括本部に移管する。 

  ・事業統括本部国際事業部を営業統括本部に移管する。 

  ・営業統括本部にソリューション営業統括部、機器営業統括部及び設備営業統括部を新設する。 

  ・北海道支社、東北支社、関東支社、北陸支社、中部支社、関西支社、中国支社、四国支社及び 

   九州支社を営業統括本部に移管する。 

  ・事業統括本部にシステム推進事業部を新設する。 

 

2-2.人事異動 

〈4 月 1 日付〉 

  ▽経営企画本部 事業企画部長（企画統括部長 兼 営業業務部長）笠松 修 

  ▽経営企画本部 グローバル事業戦略部長、竹内 康浩 

  ▽ソリューション・サービス統括本部 クレーン事業推進センタ長 

   （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 

   エンジニアリングセンタ長 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副本部長）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副本部長 

   兼 埼玉事業所長（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 

   埼玉エンジニアリングセンタ 装置システム部長 兼 生産管理センタ長） 

   兼 埼玉エンジニアリングセンタ長 森 裕久 

  ▽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 エンジニアリングセンタ副センタ長 

   兼 情報制御エンジニアリング部長）角家 忠明 

  ▽兼 営業統括本部 企画統括部副統括部長（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 サービス事業部長 

   兼 海外支援センタ長 道前 淳一 

  ▽営業統括本部 企画統括部 営業企画部長、荒川 徹 

  ▽営業統括本部 企画統括部 サービス企画部長（企画統括部 販売推進部長） 

   兼 工事管理センタ長 西村 眞一 

  ▽営業統括本部 ソリューション営業統括部長 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、兼 関東支社副支社長 西口 圭介 

  ▽営業統括本部 ソリューション営業統括部 産業システム営業部長 

   （営業統括本部 産業システム営業部長）宮本 善文 
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  ▽営業統括本部 ソリューション営業統括部 環境・省エネソリューションセンタ長 

   （関東支社 西東京支店長）水岸 美光 

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

   企画部長）熊野 達也 

  ▽営業統括本部 機器営業統括部 第一営業部長（関東支社 第一営業部長）高田 将司 

  ▽営業統括本部 機器営業統括部 第二営業部長（東北支社 営業部長）大友 恭 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部長 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 国際業務改革プロジェクトリーダ（事業統括本部 国際事業部 

   国際営業部長）榎本 圭太 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第一営業部長（関東支社 第三営業部長）大西 悟 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第二営業部長（関東支社 第二営業部長）人見 圭司 

  ▽営業統括本部 設備営業統括部 第三営業部長（関東支社 ソリューション営業部長） 

   須藤 隆行 

  ▽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 関東支社長（関東支社副支社長）立川 哲也 

  ▽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 中部支社 第二営業部長（企画統括部 事業企画部長）高御堂 正明 

  ▽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 四国支社長（四国支社長付）柳井 利也 

  ▽事業統括本部 システム推進事業部 企画部長（研究開発センタ副技師長）小檜山 智久 

  ▽事業統括本部 システム推進事業部 新エネルギー推進部長（新エネルギー推進センタ部長） 

   清宮 繁 

  ▽事業統括本部 システム推進事業部 システム技術推進部長 

   （事業統括本部 ドライブシステム事業部 新事業推進センタ長）柳原 徳久 

  ▽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 

   企画部担当部長）村井 知道 

  ▽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（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担当部長）渡嘉敷 睦男 

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

   習志野生産技術センタ長）谷 昌吾 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 企画部長（事業統括本部 空圧システム事業部 

   汎用圧縮機設計部長）戸田 正明 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 汎用圧縮機設計部長（事業統括本部 

   空圧システム事業部 企画部長）坂本 晋 

  ▽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 

   清水改革プロジェクトリーダ、事業統括本部 空圧システム事業部 汎用圧縮機製造部長 

   吉岡 康史 

  ▽事業統括本部 空圧システム事業部 相模事業所 ベビコン製造部長 

   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 

   相模改革プロジェクトリーダ（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）真土 学 

  ▽事業統括本部 受配電・環境システム事業部 受配電統括部長 

   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 

   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 設計統括部長 
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   兼 海外センタ長 兼 業務プロセス改革センタ 中条改革プロジェクトリーダ） 

   兼 開閉器設計部長 山田 幸英 

  ▽兼 生産技術部長、事業統括本部 受配電・環境システム事業部 製造部長 片野 耕一 

  ▽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 企画部長 

   兼 ホイスト設計部長 佐野 清 

  ▽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 品質保証部長、瀧澤 芳治 

 

 

以 上 
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