
 

 

2018 年 3 月 12 日 

株式会社日立公共システム 

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社 

 

新会社人事について 

 

株式会社日立公共システム(取締役社長：栗原 勘仁／以下、日立公共システム)ならびに 

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(取締役社長：任田 信行／以下、日立 INS ソフトウェア)は、 

2018 年 4 月 1 日の合併により発足する新会社、株式会社日立社会情報サービス*1 

(以下、日立社会情報サービス)の人事を以下の通り行います。 
*1 新会社の社名は、株式会社日立社会情報サービスの予定です。 

 

■2018 年 4 月 1 日付 人事異動 

日立社会情報サービスとして下記のとおり人事異動を行います。 

 

＜事業戦略室＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

室長（兼務） 日立公共システム 前波 哲朗 

副室長（兼務） 日立 INS ソフトウェア 山田 健雄 

 

＜業務プロセス統合室＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

室長（兼務） 日立 INS ソフトウェア 加原 伸一 

副室長（兼務） 日立 INS ソフトウェア 森 正太郎 

副室長（兼務） 日立公共システム 中山 淳 

 



 

 

＜ソリューション第 1 事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立公共システム 柳沼 健志 

副事業部長 日立公共システム 佐藤 嘉記 

公共ソリューション第 1 本部 本部長 日立公共システム 奥更屋 真 

公共ソリューション第 2 本部 本部長（兼務） 日立公共システム 佐藤 嘉記 

公共ソリューション第 2 本部 本部主管 日立公共システム 橋本 繁和 

 

＜ソリューション第 2 事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立 INS ソフトウェア 一ノ瀬 敏満 

公共・社会ソリューション本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 村澤 貢 

公共・社会ソリューション本部 担当本部長 日立 INS ソフトウェア 宮津 太郎 

産業・社会ソリューション本部 本部長（兼務） 日立 INS ソフトウェア 一ノ瀬 敏満 

産業・社会ソリューション本部 本部主管 日立 INS ソフトウェア 石木 康之 

 

＜ソリューション第 3 事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立公共システム 宮本 重美 

公共ソリューション第 3 本部 本部長 日立公共システム 原 清 

公共ソリューション第 4 本部 本部長 日立公共システム 原 信太郎 

 

＜ソリューション第 4 事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立 INS ソフトウェア 南城 忍 

プロダクト・サービス ビジネス本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 高山 一穂 

プロダクト・サービス ビジネス本部 本部主管 日立 INS ソフトウェア 小松 直史 

金融ソリューション本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 上野 裕行 

金融ソリューション本部 副本部長 日立 INS ソフトウェア 松田 晴之 

 



 

 

＜システムサービス事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立公共システム 落合 義昭 

事業主管（兼務） 日立公共システム 宮本 重美 

サービス第 1 本部 本部長 日立公共システム 田原 悦紀 

サービス第 1 本部 担当本部長 日立公共システム 生井 徹 

サービス第 1 本部 担当本部長 日立公共システム 岩越 史明 

サービス第 2 本部 本部長（兼務） 日立公共システム 落合 義昭 

 

＜テレコムイノベーション事業部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

事業部長 日立 INS ソフトウェア 森 正太郎 

通信・社会イノベーション本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 中宗 義昭 

通信・社会イノベーション本部 担当本部長 日立 INS ソフトウェア 藤巻 宙 

公共・金融イノベーション本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 池内 英雄 

公共・金融イノベーション本部 担当本部長 日立 INS ソフトウェア 渡邉 剛 

 

＜営業統括本部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

統括本部長 日立公共システム 八木 宏 

営業第 1 本部 本部長（兼務） 日立公共システム 八木 宏 

営業第 1 本部 担当本部長 

※ただし、(株)日立製作所 関東支社 公共情報統括より出向 

(株)日立製作所 松本 俊英 

営業第 2 本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 平井 勝博 

営業第 2 本部 本部主管（兼務） 日立 INS ソフトウェア 石木 康之 

 

＜技術統括本部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

統括本部長 日立公共システム 浜島 克也 

副統括本部長 日立 INS ソフトウェア 土田 健一 

技術管理本部 本部長 

※ただし、(株)日立製作所 システム&サービスビジネス統

括本部 調達本部より出向 

(株)日立製作所 高取 寿 

技術管理本部 担当本部長 日立 INS ソフトウェア 松田 章 

技術管理本部 担当本部長 日立公共システム 只野 完二 

品質保証本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 加藤 裕朗 



 

 

＜経営統括本部＞ 

新会社新職 現所属 氏名 

統括本部長 日立 INS ソフトウェア 加原 伸一 

事業主管 日立公共システム 中山 淳 

事業主管 日立公共システム 嶌根 功吉 

働き方改革推進室 室長（兼務） 日立 INS ソフトウェア 山本 英 

経営戦略本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 脇本 則雄 

経営管理本部 本部長 日立 INS ソフトウェア 山本 英 

 

以上 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社日立公共システム 人財マネジメント部 [担当：齋藤、小栗] 

〒135-8633 東京都江東区東陽二丁目 4 番 18 号 

電話：03-5632-1200 (直通)  

E-mail：news-release@ml.hitachi-gp.co.jp 

 

日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社 人事総務部 [担当：二宮、岩淵] 

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島一丁目 1 番 2 号 

電話：045-222-6300(直通) 

お問い合わせフォーム：https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-ins/general/form.jsp 

 



 

 

(別 紙) 

株式会社日立社会情報サービス 機構図 
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URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありま

すので、あらかじめご了承ください。 
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