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2017年9月21日 

株式会社日立システムズパワーサービス 

 

機構改革および人事異動について 

 

株式会社日立システムズパワーサービス（代表取締役 取締役社長：森田 隆士、本社：東京都江東区）は、

下記の通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。 

 

記 

 

1. 機構改革（2017年 10月 1日付） 

 ○主旨・概要 

（１）営業・マーケティング統括本部 

・東京電力ホールディングス株式会社の体制変更にあわせ「東京電力営業本部」のアカウント体制を 

見直し、提案力強化および提案のスピードアップを図る。 

（２）マネージドサービス事業部 

・「システム先進化推進プロジェクト」を廃止し、「データセンタシステムサポート部」の一部と統合して、 

「データセンタ運営本部」に「システム先進技術部」を新設する事で、システム先進化、高度化推進の 

更なる加速を実現する。 

・「データセンタ運営本部」の「ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄデータセンタ運用部」を廃止し、「データセンタシステム 

サポート部」へ移管する事で、業務標準化ならびに業務スキルの水平展開を促進する。 

（３）事業サポート統括本部 

・内部牽制機能の強化を目的に「事業サポート統括本部」の「技術部」を「財務本部」へ移管し、 

「業務管理部」に名称変更する。 

 

2. 人事異動（2017年 10月 1日付） 

異動後 異動前 氏名 

▽常務執行役員 

(兼)財務本部 本部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 副本部長 

常務執行役員 

(兼)財務本部 本部長 

(兼)経営サポート統括本部 統括本部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 副本部長 

狩野 高志 

▽常務執行役員 

(兼)事業サポート統括本部 統括本部長 

(兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

執行役員 

(兼)事業サポート統括本部 統括本部長 

(兼)マネージドサービス事業部 副事業部長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 本部長 

並木 辰男 

▽執行役員 

(兼)経営サポート統括本部 統括本部長 

執行役員 

(兼)経営サポート統括本部 副統括本部長 
永野 英樹 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第一営業部 部長 

(兼)同本部 

第三営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東京電力営業部 部長 

松岡 弘明 
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異動後 異動前 氏名 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第一営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東京電力営業部 担当部長 

岩崎 尚行 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第一営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東京電力営業部 

東京電力営業グループ 部長代理 

梅田 健太郎 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第二営業部 部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東電グループ営業部 部長 

島田 耕介 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第二営業部 担当部長 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東京電力営業部 担当部長 

根岸 徹 

▽営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

第二営業部 主管 

営業・マーケティング統括本部 

東京電力営業本部 

東電グループ営業部 主管 

千葉 利之 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 担当部長 

(兼)ＩＣＴインフラ事業構造改革本部 担当部長 

中村 泰敏 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第一システム開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第一システム開発部 

資材グループ 主任技師 

新井 克己 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 担当部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

東電システム開発本部 

第二システム開発部 

総務・用地グループ 主任技師 

(兼)同部 

オフィスシステムグループ 主任技師 

宇佐見 能一 

▽ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 副本部長 

(兼)同本部 

第一ソリューション開発部 部長 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 

社会・公共ソリューション開発本部 担当部長 

(兼)同本部 

第一ソリューション開発部 部長 

平谷 京子 

▽ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 事業主管 

(兼)同事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

カスタマイゼーションＳＩ部 部長 

ＩｏＴ・プラットフォームサービス事業部 事業主管 

(兼)同事業部 

ＩｏＴ・セキュリティサービス推進本部 

カスタマイゼーションＳＩ部 部長 

(兼)ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄ事業部 事業主管 

安富 毅彦 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 本部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 本部長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 担当部長 

桐原 和弘 
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異動後 異動前 氏名 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 主管技師長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 主管技師長 

(兼)同事業部 

システム先進化推進プロジェクト 担当部長 

西川 光明 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

システム先進技術部 部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 担当部長 

杉本 康彦 

▽マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

データセンタシステムサポート部 担当部長 

マネージドサービス事業部 

データセンタ運営本部 

ｅＰｏｗｅｒＣｌｏｕｄデータセンタ運用部 部長 

小泉 嘉永 

▽事業サポート統括本部 事業主管 

(兼)同統括本部 

新事業推進本部 

セキュリティ推進部 部長 

(兼)経営サポート統括本部 事業主管 

事業サポート統括本部 主管技師長 

(兼)同統括本部 

新事業推進本部 

セキュリティ推進部 部長 

(兼)経営サポート統括本部 

経営戦略本部 副本部長 

北見 英之 

▽財務本部 

業務管理部 部長 

事業サポート統括本部 

技術部 部長 
森重 宏明 

 

■報道機関のお問い合わせ先 

株式会社日立システムズパワーサービス 営業・マーケティング統括本部 武井 

〒135-0034 東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

TEL：03-6757-1130（直通） E-mail ： press-ps@ml.hitachi-systems.com 

以上 

＊記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。 

 


