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2016年3月9日 

株式会社日立ソリューションズ 

 

執行役員の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：佐久間 嘉一郎／以下、日立

ソリューションズ)は、下記の通り執行役員の異動を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

1.昇任執行役員【2016年4月1日付】（ ）は現職 

副社長執行役員 山崎 英二 （専務執行役員） 

 

2.新任執行役員【2016年4月1日付】（ ）は現職 

社長執行役員   柴原 節男 （株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ 

               情報・通信システム社 CSO 兼 システム&サービス部門COO 

兼 経営戦略統括本部長）（※1） 

執行役員     小野 龍治 （産業イノベーション事業部長） 

執行役員     紅林 徹也 （株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ 

情報・通信システム社 経営戦略統括本部員） 

執行役員       森田 英嗣 （株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ 

情報・通信システム社 エンタープライズソリューション事業部長） 

※1：2016年2月3日に代表取締役 取締役社長就任を発表済み 

 

3.退任執行役員【2016年3月31日付】（ ）は現職 

佐久間 嘉一郎 （社長執行役員）（※2） 

中里 良一 （副社長執行役員）（※3） 

河野 滋  （執行役員）（※4） 

徳永 尚文 （執行役員）（※5） 

渡部 芳邦 （執行役員） 

 

※2：2016年4月1日付にて株式会社日立国際電気 代表執行役 執行役社長に就任予定 

※3：2016年4月1日付にて株式会社ゆうちょ銀行 執行役副社長に就任予定 

※4：2016年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 執行役員に就任予定 

※5：2016年4月1日付にて当社 技師長 
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＜ご参考＞ 

1.新任者の略歴 

 

氏  名 柴原 節男 （しばはら せつお） 

生年月日 1958年  2月3日 

    略  歴 1982年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

2003年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 公共ソリューション本部長 

 

2006年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 副事業部長 

 

2007年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部長 

 

2010年  4月 日立インフォメーション アンド テレコミュニケーションシステムズ 

  

グローバルホールディング社出向 

 2012年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  スマート情報システム統括本部長 

 2014年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  システム&サービス部門COO 兼 サービス事業本部長 

  当社 社外取締役 

 2015年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  CSO兼 システム&サービス部門COO 兼 経営戦略統括本部長（現在） 

   

氏  名 小野 龍治 （おの りゅうじ） 

生年月日 1957年  9月5日 

    略  歴 1982年  4月 日立コンピュータコンサルタント株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 

2002年  7月 公共システムサービス事業部 東京公共本部 社会システム部長 

 

2008年  4月 第二事業グループ 東京産業本部 第4システム部長 

 2010年 10月 産業・流通システム事業本部 第1産業・流通システム事業部 

  東京産業本部 第4システム部長 

 2011年  4月 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 

  APソリューション本部長 

 2012年  4月 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 事業部長付 

 2012年 10月 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長 

 2013年  4月 産業・流通システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 

 

2014年  4月 産業・流通システム事業本部 産業・流通ソリューション事業部長 

 

2015年  4月 産業イノベーション事業部長（現在） 
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氏  名 紅林 徹也 （くればやし てつや） 

生年月日 1960年  1月15日 

    略  歴 1985年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

2003年  4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 電子行政事業企画本部 

  カスタマ・リレーションズセンタ長 

 

2004年  4月 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 公共ビジネス企画本部 

  総合企画部長 

 

2007年  4月 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 公共ビジネス企画本部長 

 

2009年 10月 情報･通信システム社 情報・通信グループ 公共システム事業部 

  公共ソリューション第一本部 担当本部長 

 

2011年  4月 情報･通信システム社 公共システム事業部 公共ソリューション第一本部長 

 

2013年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  公共システム事業部 事業主管 

 2014年 10月 情報･通信システムグループ 情報･通信システム社 経営戦略室 副室長 

 2015年  8月 情報･通信システムグループ 情報･通信システム社 経営戦略室員 

  [但し、内閣府出向] 

 

2015年 10月 情報･通信システムグループ 情報･通信システム社 経営戦略統括本部員 

  

 [但し、内閣府出向]（現在） 

   

氏  名 森田 英嗣 （もりた ひでじ） 

生年月日 1962年  6月16日 

    略  歴 1985年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 

2002年  4月 情報・通信グループ クロスマーケットソリューション事業部 

  ERPソリューション本部 SAPソリューション第二部長 

 

2005年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部 

  関西システム本部 産業システム部長 

 

2006年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部員 

  [但し、株式会社日立インスファーマ出向] 

 

2009年  4月 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部 

  

全国システム本部 担当本部長 

 

2010年  4月 情報・通信システム社 産業・流通システム事業部 

  

エンタープライズパッケージソリューション本部長 

 

2013年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  エンタープライズソリューション事業部 副事業部長 

 

2015年  4月 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 

  

エンタープライズソリューション事業部長（現在） 
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2. 当社執行役員 体制【2016年4月1日付】 

役 職 名 氏   名 分 掌 

社長執行役員 柴原 節男 － 

副社長執行役員 山崎 英二 

社長補佐 

グローバル事業担当 

業務改革統括本部 

専務執行役員 秋山 恵穂 
グローバル事業本部 

(日立ソリューションズアメリカ社  取締役 CEO) 

常務執行役員 石川 浩 人事総務本部 

常務執行役員 井上 雅行 営業統括本部 

常務執行役員 富永 由加里 社会イノベーションシステム事業担当、技術統括担当、調達担当 

執 行 役 員 小野 龍治 産業イノベーション事業部 

執 行 役 員 紅林 徹也 経営企画本部 

執 行 役 員 杉本 昌彦 
中部・関西地区代表 

営業統括本部（中部・関西地区） 

執 行 役 員 砂山 和廣 
監査室担当 

財務本部 

執 行 役 員 森田 英嗣 
社会イノベーションシステム事業担当 

品質保証統括本部  

 

＜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 

Tel：03‐5479‐5013  Fax：03‐5780‐6455  E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 

 

日立ソリューションズ グループは、お客様の業務ライフサイクルにわたり、豊富なソリューションを全体最適の視点で組み合わせ、ワ

ンストップで提供する「ハイブリッドインテグレーション」を実現します。 

 

※ ハイブリッドインテグレーションは、株式会社日立ソリューションズの登録商標です。 

 


