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2020年 3月 26日 

株式会社日立ソリューションズ 

 

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：星野 達朗）は、2020年 3月 26日

の臨時株主総会において、取締役の異動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

1. 新任取締役【2020年4月1日付】（ ）は現職 

取締役      紅林 徹也     （常務執行役員 経営戦略統括本部長 兼 Chief Lumada Officer）※1 

取締役     藤澤 健        （株式会社日立製作所 産業・流通ビジネスユニット  

エンタープライズソリューション事業部長）※2 

取締役     石井 武夫     （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 副事業本部長）※3 

取締役     大津 正俊     （株式会社日立システムズ 常務執行役員 産業・流通システム 

サービス事業グループ長）※4 

※1 2020年4月1日付にて、常務執行役員 経営戦略統括本部長 兼 Chief Lumada Business Officer  

兼 Chief Group relations Officerに就任 

※2 2020年4月1日付にて、株式会社日立製作所 産業・流通ビジネスユニット デジタルソリューション事業統括本部長に

就任 

※3 2020年4月1日付にて、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長 兼 IoT・クラウドサービス事業部長に就任 

※4 2020年4月1日付にて、株式会社日立システムズ 取締役 専務執行役員  

産業・流通システムサービス事業グループ長に就任 

 

2. 退任取締役【2020年3月31日付】（ ）は現職 

阿部 淳   （取締役 （非常勤）） 

熊﨑 裕之  （取締役 （非常勤）） 

宇川 祐行  （取締役 （非常勤）） 
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＜ご参考＞ 

1. 新任者の略歴 

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） 

 2016年 4月 株式会社日立ソリューションズ 執行役員 経営企画本部長 

 2017年 4月 執行役員 経営戦略統括本部長 

 2019年 4月 常務執行役員 経営戦略統括本部長 兼 Chief Lumada Officer（現在） 
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氏  名 藤澤 健（ふじさわ たけし） 

生年月日 1966年  8月 13日 

略  歴 1989年 4月 株式会社日立製作所 入社 

 2006年 4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 官公ソリューション本部 

官公システム第一部長 

 2007年 4月 情報・通信グループ 公共システム事業部 官公ソリューション本部 

公共システム開発支援センタ長 

 2007年 11月 情報・通信グループ 金融システム事業部 金融システム第二本部 第二部  

担当部長 

 2010年 4月 情報・通信システム社 公共システム事業部 官公ソリューション本部 

官公システム第四部長 

 2011年 4月 情報・通信システム社 公共システム事業部 官公ソリューション本部 

官公システム第一部長 

 2012年 10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 

官公ソリューション本部 担当本部長 

 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  

システムソリューション事業本部 公共システム事業部  

公共イノベーション事業推進本部長 

 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  

システムソリューション事業本部 公共システム事業部  

公共ソリューション第二本部長 

 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 公共システム事業部 

官公ソリューション第三本部長 

 2016年 4月 産業・流通ビジネスユニット エンタープライズソリューション事業部  

副事業部長 

 2019年 4月 産業・流通ビジネスユニット 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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氏  名 石井 武夫（いしい たけお）  
生年月日 1963年 10月 22日 

略  歴 1987年  4月 株式会社日立製作所 入社 

 2003年 10月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 ネットワークソフトウェア本部 

第2ネットワークソフト設計部 チーフプロジェクトマネージャ 

 2005年 4月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 システム管理ソフトウェア本部 

システム管理ソフト設計部長 

 2008年 4月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 システム管理ソフトウェア本部 

JP1マーケティング部長 

 2008年 10月 情報・通信グループ ソフトウェア事業部 システム管理ソフトウェア本部長 

 2011年 10月 情報・通信システム社 ソフトウェア事業部  

ITマネジメントプロダクト本部長 

 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  

ITプラットフォーム事業本部 開発統括本部 ソフトウェア本部員 

（但しHITACHI INDIA PVT.LTD出向） 

 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  

ITプラットフォーム事業本部 開発統括本部 事業主管 

 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  

ITプラットフォーム事業本部 サービスイノベーション統括本部  

副統括本部長 

 2016年 4月 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 IoT・クラウドサービス事業部  

副事業部長 

 2017年 4月 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 IoT・クラウドサービス事業部長 

 2019年 4月 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 副事業本部長（現在） 
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氏  名 大津 正俊（おおつ まさとし） 

生年月日 1961年  1月 20日 

略  歴 1984年  4月 株式会社日本ビジネスコンサルタント 

(1989年に株式会社日立情報システムズに商号変更) 入社 

 2005年 10月 九州支社 第一システム部 担当部長 

 2008年  1月 第三事業本部 西日本支社 第一システム本部 第三設計部長 

 2008年 4月 第二事業本部 西日本支社 第一システム本部長 

 2010年 4月 第一事業本部 自治体情報サービス事業部 西日本自治体システム本部長 

 2011年 10月 株式会社日立システムズ 公共・社会事業グループ 自治体情報サービス事業部 

西日本自治体システム本部長 

 2012年 10月 公共・社会事業グループ 自治体情報サービス事業部 東日本自治体システム

第一本部長 

 2013年 4月 公共・社会事業グループ 自治体情報サービス事業部 副事業部長 

 2014年 4月 公共事業グループ 公共情報サービス事業部長 

 2015年 4月 執行役員 公共事業グループ 副グループ長 

 2017年 4月 常務執行役員 公共事業グループ長 

 2018年 4月 常務執行役員 公共・社会事業グループ長 

 2019年 4月 常務執行役員 産業・流通システムサービス事業グループ長（現在） 

 

2. 2020年4月1日付 取締役体制 

役職名 氏名  役職名 氏名 

代表取締役 取締役社長 星野 達朗  取 締 役（非常勤） 秋野 啓一 

取 締 役 吉田 靖志  取 締 役（非常勤） 藤澤 健 

取 締 役 紅林 徹也  取 締 役（非常勤） 石井 武夫 

取 締 役 砂山 和廣  取 締 役（非常勤） 服部 善成 

取 締 役 塚崎 貴之  取 締 役（非常勤） 大津 正俊 

   取 締 役（非常勤） 竹田 広光 

 

3. 2020年4月1日付 監査役体制 

役職名 氏名  役職名 氏名 

監 査 役 赤司 利文  監 査 役（非常勤） 木邑 照高 

監 査 役 大塚 眞弘    
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４．2020年4月1日付 当社執行役員 体制 

役 職 名 氏   名 分 掌 

社長執行役員 星野 達朗 統括 

専務執行役員 吉田 靖志 
国内事業 

業務革新、品質保証、調達担当 

常務執行役員 紅林 徹也 
経営戦略統括本部 

デジタルソリューション推進センタ担当 

常務執行役員 砂山 和廣 
財務本部 

監査室担当 

常務執行役員 塚崎 貴之 営業統括本部 

常務執行役員 中村 智 
人事総務本部 

健康管理センタ担当 

常務執行役員 平野 仁一 
ビジネスイノベーション事業部 

社会イノベーションシステム統括事業担当 

常務執行役員 森田 英嗣 グローバル事業 

執 行 役 員 石原 繁樹 クロスインダストリソリューション事業部 

執 行 役 員 臼杵 誠剛 社会イノベーションシステム統括事業部 

執 行 役 員 丹代 美智夫 
品質保証統括本部 

調達担当 

執 行 役 員 原 彰男 営業統括本部 

執 行 役 員 平間 顕一 社会イノベーションシステム事業部 

執 行 役 員 山橋 哲也 業務革新統括本部 

 

＜報道機関からのお問い合わせ先＞ 

担当部署：経営企画本部 広報・宣伝部 

担当者：多田、安藤 

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

以 上 
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