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2022年3月14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：山本 二雄）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【2022年4月1日付】（ ）は現職 

専務執行役員  平野 仁一（常務執行役員） 

常務執行役員  秋山 岳志 （執行役員） 

 

 

2.新任執行役員【2022年4月1日付】（ ）は現職 

執行役員   月折 郷子 （ITプラットフォーム事業部長） 

執行役員    渡部 二郎 （ビジネスイノベーション事業部 副事業部長） 

執行役員    宮林 主則 （経営戦略統括本部 グローバルビジネス推進本部員 

                         日立ソリューションズアジアパシフィック社 President） 

 

 

3.退任執行役員（ ）は現職 

【2022年3月8日付】 

石原 繁樹 （常務執行役員） 

 

【2022年3月31日付】 

吉田 靖志 （専務執行役員） 

臼杵 誠剛 （執行役員）＊1 

 

＊1：2022年4月1日付にて株式会社日立ソリューションズ西日本 取締役社長に就任予定 
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＜ご参考＞ 

1.新任者の略歴 

 

氏  名 月折 郷子 （つきおり さとこ） 

生年月日 1965年 2月11日 （57才） 

略  歴 1987年04月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 2007年10月 開発事業部 第1開発本部  

  ミドルソフト第4設計部 チーフソフトウェアデベロップメント(部長) 

 2009年10月 開発事業部 第1開発本部 SMB設計部長 

 2011年 4月 プロダクトソリューション事業本部  

  システムプロダクト事業部 運用管理システム本部 基盤設計第3部長 

 2013年 4月 プラットフォームソリューション事業本部  

  ITプラットフォーム事業部 運用管理システム本部 第3部長 

 2017年 4月 ITプラットフォーム事業部 ITソリューションサービス本部長 

 2019年 4月 ITプラットフォーム事業部 副事業部長 

 2021年 4月 ITプラットフォーム事業部長 

 

 

氏  名 渡部 二郎 （わたべ じろう） 

生年月日 1967年 12月18日 （54才） 

略  歴 1990年 4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ） 

 2009年10月 開発事業部 ソリューション開発本部 セキュリティ設計部長 

 2015年 4月 クロスインダストリ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 担当本部長 

 2016年 4月 ビジネスイノベーション事業部  

  ビジネス・アプリケーション本部 担当本部長 

 2016年10月 ビジネスイノベーション事業部  

  ビジネス・アプリケーション本部長 

 2019年 4月 ビジネスイノベーション事業部 副事業部長 
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氏  名 宮林 主則 （みやばやし かずのり） 

生年月日 1963年 5月12日 （58才） 

略  歴 1989年 4月 日立東北ソフトウェア株式会社 入社 

  （現 株式会社日立ソリューションズ東日本） 

 2002年 4月 事業本部 産業ソリューション本部 グローバル事業推進部長 

 2003年 4月 事業統括本部 部長 

 2004年 7月 事業統括本部 事業企画本部長 

 2009年 4月 事業企画開発本部長 

 2014年 4月 グローバル事業統括本部 業務本部長  

  兼 企画本部 担当本部長 

 2015年 4月 株式会社日立ソリューションズ グローバル事業本部員 

  (日立ソリューションズアメリカ社 EVP＊2) 

 2017年 7月 経営戦略統括本部 グローバルビジネス推進本部員  

  (日立ソリューションズアジアパシフィック社EVP*2) 

 2018年 7月 経営戦略統括本部 グローバルビジネス推進本部員  

  (日立ソリューションズアジアパシフィック社President) 

 2019年 1月 経営戦略統括本部 グローバルビジネス推進本部員  

  (日立解決方案(中国)有限公司 副総経理) 

 2021年 4月 経営戦略統括本部 グローバルビジネス推進本部員  

  (日立ソリューションズアジアパシフィック社 President) 

 

＊2 Executive Vice President 
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2. 当社執行役員 体制【2022年4月1日付】 

役 職 名 氏   名 分 掌 

社長執行役員 山本 二雄 統括 

専務執行役員 紅林 徹也 経営戦略統括本部 

専務執行役員 平野 仁一 
国内事業 

業務革新統括本部、品質保証統括本部、調達本部担当 

常務執行役員 秋山 岳志 
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 森田 英嗣 グローバル事業 

執 行 役 員 香川 尚彦 営業統括本部 

執 行 役 員 熊谷 隆 業務革新統括本部、品質保証統括本部 

執 行 役 員 田屋 秀樹 スマートライフソリューション事業部 

執 行 役 員 月折 郷子 ITプラットフォーム事業部 

執 行 役 員 平間 顕一 サステナブルシティビジネス事業部 

執 行 役 員 宮林 主則 グローバル事業 

執 行 役 員 渡部 二郎 ビジネスイノベーション事業部 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

担当部署： 経営企画本部 広報部  担当者：多田、安藤 

E-mail：koho@hitachi-solutions.com 

以 上 


