
２０１６年３月２８日 

株式会社日立プラントサービス 

 

 職制改正ならびに人事異動について 
 

株式会社日立プラントサービス(取締役社長: 中野 英興)は、以下の職制改正ならびに人事異動を

行います。 

 

１．職制改正[2016年 4月 1日付] 

 （１）経営戦略本部 

・経営戦略本部技術開発センタを事業開発本部に移管する。 

 （２）設備事業本部 

  ・プロジェクト推進部をプロジェクト推進本部（事業部相当）に昇格する。 

・電気工事部をプロジェクト推進本部に統合する。 

・プロジェクト推進本部に第一部、第二部、第三部、海外部、電気工事部を置く。 

・東部統括本部に北陸設備部を新設する。 

（３）水処理事業本部 

･水処理事業本部を再編し、企画統括部、東部統括部、西部統括部、産業水処理統括部を置く。 

・企画統括部（事業部相当）に企画部、運転・維持管理部、品質保証部を置く。 

・東部統括部（事業部相当）に上下水部、東北水処理部、茨城水処理部、関東水処理部を置く。 

・西部統括部（事業部相当）に関西水処理部、尼崎水処理部、九州水処理部を置く。 

・産業水処理統括部（事業部相当）に産業水処理部、中部産業水処理部を置く。 

（４）事業開発本部 

・新事業推進本部を再編し、事業開発本部を新設する。 

・事業開発本部に分析技術センタ（事業部相当）、新事業計画部、技術開発部、装置部を置く。 

・新事業推進本部の再編により、冷装部、海外部を設備事業本部に移管する。 

（５）営業統括本部 

・関東支店社会産業システム営業部を産業システム営業部と社会システム営業部に再編する。 

・中部支店社会産業システム営業部を産業システム営業部と社会システム営業部に再編する。 

・関西支店産業システム営業部京都営業所を京都営業所（部相当）に昇格する。 

・中国支店産業システム営業部を社会産業システム営業部に名称変更する。 

 

２．人事異動[2016年 4月 1日付／凡例：▽異動後（異動前）氏名] 

▽経営戦略本部長（常務取締役／経営戦略本部長）渡辺 幸次 

▽プロジェクトマネジメント本部事業主管（プロジェクトマネジメント本部長）原 邦弘 

▽調達本部事業主管（調達本部長）山田 壱巳 

▽調達本部西部調達部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（㈱日立製作所電力・インフラ

システムグループインフラシステム社調達統括本部工事調達統括部支社調達部長）奥村 剛 

▽人事総務本部事業主管（人事総務本部長兼コンプライアンス本部長）門馬 和雄 

▽安全・品質管理本部長（常務取締役／安全・品質管理本部長）石崎 省三 

▽安全・品質管理本部副本部長（設備事業本部東部統括本部副本部長兼同本部東北設備部長） 

笹沼 勤 

▽安全・品質管理本部安全管理部担当部長（安全・品質管理本部安全管理部課長）安田 功司 

▽安全・品質管理本部品質・環境管理部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（㈱日立製

作所電力・インフラシステムグループインフラシステム社海外事業推進本部海外サポート部員[但



し、Hitachi Plant Technologies(Vietnam)Co.,Ltd.出向]）橋野 公一 

▽設備事業本部副本部長兼プロジェクト推進本部長（設備事業本部副事業本部長）首藤 正男 

▽設備事業本部工事管理部長（人事総務本部担当部長兼設備事業本部工事管理部担当部長[但

し、㈱日立製作所より出向受入]）辻口 浩 

▽設備事業本部工事管理部担当部長（設備事業本部工事管理部長）中新田 努 

▽設備事業本部設備設計センタ副センタ長（設備事業本部設備設計センタ担当部長）谷川 勲 

▽設備事業本部設備設計センタ副センタ長（設備事業本部設備設計センタ設備設計部担当部長

[但し、㈱日立製作所より出向受入]）太田 勲 

▽設備事業本部設備設計センタ副センタ長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]（設備事業本

部設備設計センタプロセス設計部長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]）百瀬 治男 

▽設備事業本部設備設計センタ担当部長（設備事業本部設備設計センタ担当部長[但し、㈱日立

製作所より出向受入]）斎藤 賢司 

▽設備事業本部設備設計センタ積算部長（設備事業本部東部統括本部神奈川設備部担当部長）

松舘 輝則 

▽設備事業本部設備設計センタ設備設計部長（設備事業本部設備設計センタ設備設計部長[但し、

㈱日立製作所より出向受入]）金岡 仙人 

▽設備事業本部設備設計センタ設備設計部担当部長（設備事業本部設備設計センタ設備設計部 

担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]）本村 敏之 

▽設備事業本部設備設計センタプロセス設計部長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]（設備

事業本部設備設計センタプロセス設計部担当部長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]）田

澤 直人 

▽設備事業本部設備設計センタプロセス設計部担当部長（新事業推進本部ニュービジネス推進部

担当部長）高野 寛行 

▽設備事業本部設備設計センタプロセス設計部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（㈱

日立製作所電力・インフラシステムグループインフラシステム社海外事業推進本部海外企画部担

当部長）木元 芳宏 

▽設備事業本部設備設計センタプロセス設計部担当部長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]

（設備事業本部設備設計センタプロセス設計部課長[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]）清

水 秀行 

▽設備事業本部設備設計センタ電気設計部長（設備事業本部設備設計センタ電気設計部長[但し、

㈱日立製作所より兼務出向受入]）伊東 文博 

▽設備事業本部設備設計センタ電気設計部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（㈱日立

製作所電力・インフラシステムグループインフラシステム社海外事業推進本部海外サポート部員

[但し、PHPC Co.,Ltd.Inc.出向]）三浦 斉 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部担当本部長（設備事業本部副事業本部長）石黒 修 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部担当本部長兼同本部海外部長（新事業推進本部海外部長）

大城 昌秀 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部担当部長（新事業推進本部ニュービジネス推進部担当部

長）辻  隆 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部担当部長（新事業推進本部ニュービジネス推進部担当部

長）沢田 裕之 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部第一部長（設備事業本部設備設計センタ積算部長）戸澤 

匡史 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部第一部担当部長（設備事業本部プロジェクト推進部課長）玉

川 光東 



▽設備事業本部プロジェクト推進本部第二部長（設備事業本部プロジェクト推進部長）平林 武 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部第二部担当部長（設備事業本部プロジェクト推進部担当部

長）小山 利一 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部第三部長（設備事業本部プロジェクト推進部担当部長）押田 

真澄 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部第三部担当部長（設備事業本部プロジェクト推進部課長）山

口 信隆 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部長（設備事業本部電気工事部長）吉川 均 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部担当部長（設備事業本部電気工事部担当部長） 

島田 繁 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部担当部長（設備事業本部電気工事部担当部長）

紺野 隆一 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部担当部長（設備事業本部電気工事部担当部長）

首浦 雄司 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部担当部長（設備事業本部電気工事部担当部長）

田中 宏一 

▽設備事業本部プロジェクト推進本部電気工事部担当部長（設備事業本部電気工事部課長[但し、

㈱日立製作所より転籍出向受入]）渋井 啓志 

▽設備事業本部サービス推進部長（設備事業本部東部統括本部第一設備部担当部長兼同事業

本部サービス推進部担当部長）柿沼 一成 

▽設備事業本部東部統括本部副本部長（設備事業本部東部統括本部副本部長兼同事業本部サ

ービス推進部長）犬伏 弘貴 

▽設備事業本部東部統括本部担当本部長兼同本部東北設備部長（設備事業本部東部統括本部

副本部長）小山 鉄男 

▽設備事業本部東部統括本部第一設備部担当部長（新事業推進本部冷装部担当部長）広井 誠

一 

▽設備事業本部東部統括本部第二設備部担当部長（設備事業本部西部統括本部中国設備部担

当部長）新屋 正信 

▽設備事業本部東部統括本部茨城設備部担当部長（設備事業本部東部統括本部第一設備部担

当部長）政木 敦 

▽設備事業本部東部統括本部北陸設備部長（設備事業本部西部統括本部関西設備部長）津賀 

利哉 

▽設備事業本部東部統括本部北陸設備部担当部長（設備事業本部西部統括本部中部設備部担

当部長）中村 洋一 

▽設備事業本部西部統括本部副本部長（設備事業本部副事業本部長兼同事業本部西部統括本

部長）北原 賢次郎 

▽設備事業本部西部統括本部担当本部長（設備事業本部西部統括本部副本部長兼同本部九州

設備部長）原田 靖孝 

▽設備事業本部西部統括本部関西設備部長（設備事業本部東部統括本部茨城設備部担当部長）

木名瀬 靖久 

▽設備事業本部西部統括本部九州設備部長（設備事業本部西部統括本部九州設備部担当部長）

浜田 祐樹 

▽設備事業本部西部統括本部九州設備部担当部長（設備事業本部 設備設計センタ課長）下園 

剛司 

▽設備事業本部西部統括本部九州設備部担当部長（新事業推進本部冷装部長）小山 昌弘 



▽水処理事業本部企画統括部長兼同統括部品質保証部長（水処理事業本部東部統括本部長）末

光 敏雄 

▽水処理事業本部企画統括部企画部長（水処理事業本部企画部長）武藤 正弘 

▽水処理事業本部企画統括部企画部担当部長（水処理事業本部企画部担当部長）佐藤 義和 

▽水処理事業本部企画統括部運転・維持管理部長（水処理事業本部運転・維持管理部長）後藤 

伸一 

▽水処理事業本部東部統括部長（水処理事業本部水処理統括本部長）糟谷 義文 

▽水処理事業本部東部統括部茨城水処理部主管（水処理事業本部東部統括本部副本部長）林 

清志 

▽水処理事業本部東部統括部副統括部長（水処理事業本部東部統括本部関東水処理部長）辻本 

隆彦 

▽水処理事業本部東部統括部上下水部長（水処理事業本部水処理統括本部上下水部長）小田島 

和司 

▽水処理事業本部東部統括部上下水部担当部長（水処理事業本部水処理統括本部上下水部担

当部長）大森 祐一 

▽水処理事業本部東部統括部東北水処理部長（水処理事業本部東部統括本部東北水処理部長）

角谷 秀治 

▽水処理事業本部東部統括部茨城水処理部長（水処理事業本部水処理統括本部上下水部担当

部長）宮垣 輝 

▽水処理事業本部東部統括部関東水処理部長（水処理事業本部東部統括本部茨城水処理部長）

大澤 利之 

▽水処理事業本部西部統括部長（水処理事業本部西部統括本部長兼同本部中部水処理部長）元

田 茂 

▽水処理事業本部西部統括部副統括部長兼同統括部尼崎水処理部長（水処理事業本部西部統

括本部副本部長兼同本部尼崎水処理部長）池田 徹 

▽水処理事業本部西部統括部関西水処理部長（水処理事業本部西部統括本部関西水処理部長）

徳丸 速規 

▽水処理事業本部西部統括部九州水処理部長（水処理事業本部西部統括本部九州水処理部長）

岩城 浩 

▽水処理事業本部産業水処理統括部長（水処理事業本部水処理統括本部副本部長）高橋 智己 

▽水処理事業本部産業水処理統括部主管（水処理事業本部副事業本部長）黒田 勉 

▽水処理事業本部産業水処理統括部産業水処理部長（水処理事業本部水処理統括本部産水技

術部長）徳武 司 

▽水処理事業本部産業水処理統括部産業水処理部担当部長（水処理事業本部水処理統括本部

産水技術部担当部長）菊池 寿一 

▽水処理事業本部産業水処理統括部中部産業水処理部長（水処理事業本部水処理統括本部産

水技術部担当部長）大田 敏男 

▽事業開発本部事業主管（新事業推進本部副本部長兼同本部事業計画部長）花岡 秀夫 

▽事業開発本部新事業計画部長（新事業推進本部事業計画部担当部長）西澤 透 

▽事業開発本部新事業計画部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（㈱日立製作所電力・

インフラシステムグループインフラシステム社海外事業推進本部海外企画部主管技師）中川 慎

也 

▽事業開発本部新事業計画部主管技師（新事業推進本部事業計画部主管技師）高松 邦夫 

▽事業開発本部技術開発部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（経営戦略本部技術開発センタ

長[但し、㈱日立製作所より出向受入]）後藤 正広 



▽事業開発本部装置部長（新事業推進本部ニュービジネス推進部長）理寛寺 修 

▽事業開発本部装置部担当部長（新事業推進本部ニュービジネス推進部担当部長）金沢 正広 

▽事業開発本部装置部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]（新事業推進本部事業計画

部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]）福地 弘一 

▽事業開発本部分析技術センタ長（新事業推進本部分析技術センタ長）内冨 康成 

▽事業開発本部分析技術センタ担当部長（新事業推進本部分析技術センタ担当部長）芹沢 涼子 

▽事業開発本部分析技術センタ担当部長（新事業推進本部分析技術センタ担当部長）照沼 洋 

▽事業開発本部分析技術センタ主管技師（新事業推進本部分析技術センタ主管技師）山本 眞 

▽営業統括本部事業主管（㈱日立製作所電力・インフラシステムグループ電力・インフラシステム営

業統括本部海外営業開発推進本部長）井上 史朗 

▽営業統括本部社会システム営業本部副本部長（営業統括本部東北支店社会産業システム営業

部長）小柳 義人 

▽営業統括本部産業システム営業本部営業四部長（営業統括本部産業システム営業本部営業四

部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]）大井 康世 

▽営業統括本部東北支店社会産業システム営業部長（営業統括本部産業システム営業本部営業

四部担当部長[但し、㈱日立製作所より出向受入]）笠間 禎浩 

▽営業統括本部関東支店長（営業統括本部関東支店長兼同支店社会産業システム営業部長）椎

名 裕之 

▽営業統括本部関東支店産業システム営業部長（営業統括本部産業システム営業本部本部長付

[但し、㈱日立製作所より兼務出向受入]）佐藤 淳 

▽営業統括本部関東支店社会システム営業部長（営業統括本部社会システム営業本部水処理営

業部担当部長）下山 栄治 

▽営業統括本部中部支店産業システム営業部長（営業統括本部中部支店社会産業システム営業

部長）小西 伸幸 

▽営業統括本部中部支店社会システム営業部長（営業統括本部中部支店社会産業システム営業

部社会システム営業グループ課長）谷平 茂信 

▽営業統括本部関西支店産業システム営業部長（営業統括本部中国支店産業システム営業部

長）沢田 健 

▽営業統括本部関西支店産業システム営業部担当部長（営業統括本部関西支店産業システム営

業部長）重広 典昭 

▽営業統括本部関西支店京都営業所長（営業統括本部関西支店産業システム営業部京都営業

所長）岸野 博 

▽営業統括本部中国支店社会産業システム営業部長（営業統括本部九州支店社会産業システム

営業部課長）小田 朋行 

 

【報道機関からのお問合せ先】 

株式会社日立プラントサービス 人事総務本部 人事部[担当:小坂] 

〒170-6034 東京都豊島区東池袋三丁目 1番１号 

電話 03-6386-3001 （代表） 

以 上 


