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2021年3月15日 

株式会社日立ソリューションズ 

 

機構改革および人事異動に関するお知らせ 

 

株式会社日立ソリューションズ(本社：東京都品川区、取締役社長：星野 達朗)は、下記のとおり機構改革およ

び人事異動を行いますのでお知らせします。 

 

１．機構改革（2021年4月1日付） 

 デジタルソリューション推進センタを経営戦略統括本部へ移管し、デジタルソリューション戦略推進本部とす

る。 

 社会イノベーションシステム統括事業部を廃止する。 

 社会イノベーションシステム事業部をサスティナブルシティビジネス事業部に名称変更する。 

 クロスインダストリソリューション事業部をセキュリティソリューション事業部に名称変更する。 

 

＜サスティナブルシティビジネス事業部＞ 

 産業イノベーション事業部 自動車アカウント本部を移管し、モビリティビジネス本部に名称変更する。 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

 グローバルERPソリューション本部、グローバル SCMソリューション本部を再編し、グローバル本部、サプ

ライチェーン本部、エンジニアリングチェーン本部とする。 

 

＜スマートライフソリューション事業部＞ 

 クロスインダストリソリューション事業部 ビジネスコラボレーション本部を移管する。 

 

＜セキュリティソリューション事業部＞ 

 セキュリティソリューション本部を分割し、セキュリティプロダクト本部とセキュリティソリューション本部とする。 

 スマートライフソリューション事業部 クラウドソリューション本部の一部を移管し、ネットワークソリューション本

部とする。 

 

２．人事異動（2021年4月1日付） 

＜営業統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 副統括本部長 

（兼）ITモダナイゼーションセンタ長 
副統括本部長 香川 尚彦 
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異動後 異動前 氏名 

【新任】 

副統括本部長 
産業営業本部長 松井田 茂 

通信・社会営業本部長 通信・社会営業本部 担当本部長 有村 月美 

【新任】 

通信・社会営業本部 担当本部長 
通信・社会営業本部 第3営業部長 田中 伸晃 

産業営業本部長 
産業営業本部 担当本部長 

（兼）産業営業本部 第1営業部長 
大立 良夫 

【新任】 

産業営業本部 担当本部長 
産業営業本部 第3営業部長 茂木 淳 

流通・サービス営業本部長 

株式会社日立製作所 営業統括本部 

社会プラットフォーム営業統括本部 

第一営業本部長 

近藤 丈晴 

【新任】 

流通・サービス営業本部 担当本部長 
流通・サービス営業本部 第5営業部長 小川 直人 

 

＜サスティナブルシティビジネス事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副事業部長 

クロスインダストリソリューション事業部 

副事業部長 

（兼）ビジネスコラボレーション本部長 

加藤 哲哉 

 

＜産業イノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

副事業部長 
事業部員 大池 徹 

サプライチェーン本部長 
グローバルERPソリューション本部 

担当本部長 
添田 知子 

サプライチェーン本部 担当本部長 
グローバルSCMソリューション本部 

担当本部長 
宮崎 滋文 

【新任】 

サプライチェーン本部 担当本部長 

グローバルSCMソリューション本部 

SCMソリューション第1部長 
水原 克也 

エンジニアリングチェーン本部長 グローバルSCMソリューション本部長 加藤 英也 
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＜スマートライフソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 事業部長 
産業イノベーション事業部 

副事業部長 
田屋 秀樹 

【新任】 

クラウドソリューション本部 担当本部長 

クラウドソリューション本部 

プラットフォームソリューション部長 
生山 陽 

【新任】 

ワークスタイルイノベーション本部 担当本部長 

ワークスタイルイノベーション本部 

HRソリューション第1部長 
橋爪 徹雄 

ビジネスコラボレーション本部長 

クロスインダストリソリューション事業部 

ビジネスコラボレーション本部 

担当本部長 

濱田 智孝 

 

＜ビジネスイノベーション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

デジタルソリューション本部 担当本部長 

デジタルソリューション本部 

デジタルソリューション第3部長 
稲垣 勝利 

【新任】 

クロスマーケット・サービス本部長 

クロスマーケット・サービス本部 

クロスマーケット・サービス第2部長 
林 和久 

 

＜ITプラットフォーム事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

事業部長 副事業部長 月折 郷子 

運用管理システム本部長 

株式会社日立製作所 

サービス&プラットフォームビジネスユニット 

サービスプラットフォーム事業本部 

アプリケーションクラウドサービス事業部 

運用マネジメント本部 

システム管理ソフト設計部長 

堀江 亨 

 

＜セキュリティソリューション事業部＞ 

異動後 異動前 氏名 

副事業部長 
スマートライフソリューション事業部 

副事業部長 
伊藤 裕規 
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異動後 異動前 氏名 

セキュリティプロダクト本部長 

（兼）主管技師長 

セキュリティソリューション本部長 

（兼）セキュリティソリューション本部 

セキュリティプロフェッショナルセンタ長 

宇佐見 憲司郎 

セキュリティソリューション本部長 
セキュリティソリューション本部 

担当本部長 
坂本 篤郎 

ネットワークソリューション本部長 
スマートライフソリューション事業部 

クラウドソリューション本部 担当本部長 
古賀 博則 

 

＜業務革新統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 統括本部長 

（兼）品質保証統括本部長 
ITプラットフォーム事業部長 熊谷 隆 

 

＜経営戦略統括本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

経営企画本部長 経営企画本部 担当本部長 藤田 昭 

デジタルソリューション戦略推進本部長 デジタルソリューション推進センタ長 高橋 明男 

【新任】 

デジタルソリューション戦略推進本部 

担当本部長 

経営企画本部 ビジネス戦略部長 住澤 妙 

 

＜財務本部＞ 

異動後 異動前 氏名 

執行役員 本部長 

株式会社日立製作所 

財務統括本部 グループ財務戦略本部 

業務統括センタ長 

秋山 岳志 

 

＜監査室＞ 

異動後 異動前 氏名 

【新任】 

室長 

経営戦略統括本部 

グローバルビジネス推進本部員 
太田 和孝 
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＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署： 経営企画本部 広報・宣伝部  担当者：竹谷、安藤 

E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 

 


