
２０１８年３月２９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: 中津 英司)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[2018年 4月 1日付] 

 （１）経営戦略本部 

・経営戦略本部に情報システム部を新設する。 

 （２）財務本部 

・財務本部に事業部財務部を新設する。 

 （３）調達本部 

・調達本部にフロント調達推進センタ（本部相当）を新設する。 

・調達本部の機材調達部を廃止する。 

 （４）産業設備事業本部 

・技術本部のプロセス設計部を廃止する。 

・技術本部の施工図サポート部を廃止する。 

･技術本部を設備技術本部に名称変更する。 

・技術本部の設備設計部を分割し、設備技術本部に設備設計一部、設備設計二部、設備設計三

部を置く。 

・産業設備事業本部に医薬・食品・産業プロセス本部を新設する。 

・医薬・食品・産業プロセス本部に医薬エンジニアリング部、ファインケミカルエンジニアリング部、

食品エンジニアリング部、ソリューション部を新設する。 

・プロジェクト推進本部の第一部、第二部、第三部を廃止する。 

・プロジェクト推進本部をプロジェクト本部に名称変更する。 

・プロジェクト本部にイノベーション推進部、施工サポートセンタ、プロジェクト推進部、産業ガスプラ

ント部、ＤＣ推進部を新設する。 

・サービス推進本部の企画部をサービス企画部に名称変更する。 

・東部産業設備本部にファナックプロジェクトセンタを新設する。 

（５）水処理事業本部 

・水処理事業本部の事業推進室を企画統括部に移管する。 

・企画統括部の企画部を管理部に名称変更する。 

・企画統括部の運転・維持管理部を東部統括部に移管する。 

・西部統括部の尼崎水処理部を関西水処理部に統合する。 

（６）フロントソリューション本部 

・技術開発部を研究開発センタに名称変更する。 

（７）営業統括本部 

・産業システム営業本部に営業五部を新設する。 

・茨城支店に日立営業所を新設する。 

 

２．人事異動[2018年 4月 1日付／凡例：▽異動後（異動前）氏名] 

▽経営戦略本部長（経営戦略本部担当本部長[但し、株式会社日立製作所より兼務出向受入]）村

岡 高 



▽経営戦略本部副本部長兼プロジェクトマネジメント本部副本部長（経営戦略本部副本部長）浦末 

章雄 

▽経営戦略本部情報システム部長[但し、株式会社日立システムズより出向受入]（株式会社日立シ

ステムズ産業・流通フィールドサービス事業グループ産業・流通インフラサービス事業部第二イン

フラサービス本部第一システム部部長）井上 宜尚 

▽経営戦略本部情報システム部担当部長[但し、株式会社日立産業制御ソリューションズより出向

受入]（株式会社日立産業制御ソリューションズ産業ソリューション事業部産業情報本部産業情報

第二設計部担当部長）竹本 光宏 

▽経営戦略本部情報システム部担当部長（経営戦略本部ＩＴグループ課長）渡邉 勇 

▽財務本部副本部長兼同本部財務部長兼監査役付（財務本部財務部長兼監査役付）前之園 雅

澄 

▽財務本部事業部財務部長（株式会社日立製作所産業・水業務統括本部財務本部産業・流通財

務部産業プラント財務グループ部長代理）原田 恒 

▽調達本部西部調達部長（調達本部西部調達部担当部長）奥村 剛 

▽調達本部西部調達部担当部長（調達本部機材調達部長）斉木 純一 

▽調達本部西部調達部担当部長（調達本部西部調達部長）高橋 忠浩 

▽調達本部フロント調達推進センタ長[但し、株式会社日立製作所より兼務出向受入]（株式会社日

立製作所産業・水業務統括本部調達本部産業・流通調達統括部産業エンジニアリング調達部長

兼バリューチェーン・インテグレーション統括本部バリューチェーン・インテグレーション推進本部

プロジェクトマネジメント本部プロジェクトＳＣＭ部担当部長）海老沢 肇 

▽安全・品質管理本部長（安全・品質管理本部副本部長）笹沼 勤 

▽安全・品質管理本部安全管理部長（株式会社日立製作所産業・流通ビジネスユニット安全・品

証・ＰＭ本部安全推進センタ担当部長）宮澤 孝博 

▽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長）安田 功司 

▽安全・品質管理本部安全管理部担当部長（産業設備事業本部西部産業設備本部中部設備部

長）津賀 利哉 

▽安全・品質管理本部品質・環境管理部長（産業設備事業本部東部産業設備本部第一設備部長）

鹿 篤司 

▽安全・品質管理本部品質・環境管理部担当部長（安全・品質管理本部品質・環境管理部長）橋野 

公一 

▽安全・品質管理本部品質・環境管理部担当部長（安全・品質管理本部品質・環境管理部担当部

長[但し、株式会社日立製作所より出向受入]）持田 博之 

▽産業設備事業本部副事業本部長兼同事業本部東部産業設備本部長（産業設備事業本部東部

産業設備本部長兼同事業本部プロジェクト推進本部副本部長）佐藤 達之 

▽産業設備事業本部設備技術本部長（産業設備事業本部技術本部長）吉見 潔 

▽産業設備事業本部設備技術本部副本部長兼同本部設備設計二部長（産業設備事業本部技術

本部副本部長兼同本部西部設計部長）谷川 勲 

▽産業設備事業本部設備技術本部副本部長兼同本部土木・建築部長（株式会社日立製作所産

業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部Ｃ＆Ａ統括本部長兼建築エンジニアリング

部長）永春 昌士 

▽産業設備事業本部設備技術本部担当本部長兼同本部企画部長（株式会社日立製作所産業・水

業務統括本部技術開発本部副本部長兼松戸開発センタ長兼松戸事業所長）杉浦 匠 

▽産業設備事業本部設備技術本部積算部長兼調達本部コストイノベーション推進センタ担当部長

（産業設備事業本部技術本部積算部長兼調達本部コストイノベーション推進センタ担当部長）松

舘 輝則 



▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計一部長兼フロントソリューション本部フロントエンジニ

アリング部担当部長（産業設備事業本部技術本部設備設計部担当部長兼フロントソリューション

本部フロントエンジニアリング部担当部長）本村 敏之 

▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計一部担当部長（産業設備事業本部技術本部設備設

計部担当部長）斎藤 賢司 

▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計一部主管技師（産業設備事業本部技術本部設備設

計部主管技師）西村 繁 

▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計二部担当部長（産業設備事業本部技術本部設備設

計部課長）立原 和彦 

▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計三部長兼同事業本部プロジェクト本部イノベーション

推進部担当部長（産業設備事業本部技術本部土木・建築部長兼同本部プロセス設計部担当部

長）木元 芳宏 

▽産業設備事業本部設備技術本部設備設計三部担当部長（産業設備事業本部技術本部設備設

計部課長）下川 豊 

▽産業設備事業本部設備技術本部電気技術設計部長（産業設備事業本部技術本部電気技術設

計部長）三浦 斉 

▽産業設備事業本部設備技術本部西部設計部長（産業設備事業本部技術本部設備設計部長）金

岡 仙人 

▽産業設備事業本部設備技術本部西部設計部担当部長（産業設備事業本部技術本部西部設計

部担当部長）松浦 頼昭 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部長（産業設備事業本部技術本部副本部長兼 

フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部担当部長[但し、株式会社日立製作所より兼

務出向受入]）百瀬 治男 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部担当本部長（株式会社日立製作所産業・流通

ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部担当本部長兼第二部長兼安全・

品証・ＰＭ本部プロジェクトマネジメントオフィス担当部長）伊与 公一 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部主管技師長兼株式会社日立製作所産業・流

通ビジネスユニット産業エンジニアリング管理本部シニアプロジェクトマネージャ（株式会社日立

製作所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部長兼第一部

長）鈴木 春生 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部主管技師（産業設備事業本部技術本部プロセ

ス設計部主管技師[但し、株式会社日立製作所より出向受入]）土田 清次 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部医薬エンジニアリング部長（株式会社日立製作

所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部第二部担当部長）

木川 茂 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部医薬エンジニアリング部担当部長（株式会社日

立製作所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部第一部担当

部長）小田 将史 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部医薬エンジニアリング部担当部長（株式会社日

立製作所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部第一部担当

部長）姫野 達也 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ファインケミカルエンジニアリング部長（産業設

備事業本部技術本部プロセス設計部課長）浦下 雅生 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ファインケミカルエンジニアリング部担当部長

（株式会社日立製作所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本



部第二部担当部長兼安全・品証・ＰＭ本部プロジェクトマネジメントオフィス担当部長）金澤 靖夫 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部食品エンジニアリング部長兼フロントソリューシ

ョン本部フロントエンジニアリング部担当部長（産業設備事業本部技術本部プロセス設計部長[但

し、株式会社日立製作所より兼務出向受入]）清水 秀行 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部食品エンジニアリング部担当部長（産業設備事

業本部技術本部プロセス設計部担当部長）田澤 直人 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部食品エンジニアリング部担当部長（株式会社日

立製作所産業・流通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部医薬プロセス本部第二部担当

部長）新本 宙夫 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ソリューション部長兼フロントソリューション本部

フロントエンジニアリング部担当部長（産業設備事業本部技術本部プロセス設計部担当部長[但

し、株式会社日立製作所より出向受入]）頭島 康博 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ソリューション部担当部長（産業設備事業本部 

技術本部プロセス設計部担当部長）伊東 文博 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ソリューション部担当部長（産業設備事業本部 

技術本部プロセス設計部担当部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入]）鈴木 浩二 

▽産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部ソリューション部担当部長（産業設備事業本部 

技術本部プロセス設計部担当部長）尾藤 光幸 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部長兼同事業本部西部産業設備本部長兼経営戦略本部担当

部長（産業設備事業本部西部産業設備本部長兼同事業本部プロジェクト推進本部副本部長）北

原 賢次郎 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部副本部長兼同本部イノベーション推進部長（プロジェクトマネ

ジメント本部担当本部長兼産業設備事業本部技術本部企画部長）吉田 伴博 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部イノベーション推進部担当部長（産業設備事業本部西部産

業設備本部九州設備部担当部長）下園 剛司 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部施工サポートセンタ長（産業設備事業本部プロジェクト推進

本部第一部長）戸澤 匡史 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部施工サポートセンタ副センタ長（産業設備事業本部技術本部

施工図サポート部長）新屋 正信 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部プロジェクト推進部長（産業設備事業本部プロジェクト推進本

部第三部長）山口 信隆 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部プロジェクト推進部担当部長（産業設備事業本部東部産業

設備本部茨城設備部長）木永 五輪男 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部プロジェクト推進部担当部長（株式会社日立製作所産業・流

通ビジネスユニット産業エンジニアリング事業部建設推進センタ主管技師）下薗 民生 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部プロジェクト推進部担当部長（産業設備事業本部プロジェクト

推進本部第二部担当部長）玉川 光東 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部プロジェクト推進部担当部長（産業設備事業本部プロジェクト

推進本部第三部課長）長砂 幸泰 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部産業ガスプラント部長（株式会社日立製作所産業・流通ビジ

ネスユニット産業エンジニアリング事業部産業プロセス本部第一部長兼安全・品証・ＰＭ本部プロ

ジェクトマネジメントオフィス担当部長）筒井 宏 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部電気工事部長（産業設備事業本部プロジェクト推進本部電

気工事部長）田中 宏一 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部電気工事部担当部長（産業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）首浦 雄司 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部電気工事部担当部長（産業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）紺野 隆一 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部電気工事部担当部長（産業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）渋井 啓志 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部電気工事部担当部長（産業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）島田 繁 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部ＤＣ推進部長（産業設備事業本部サービス推進本部装置部

担当部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入]）小野 保夫 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部ＤＣ推進部担当部長（産業設備事業本部サービス推進本部 

装置部担当部長）福地 弘一 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部海外部長（産業設備事業本部プロジェクト推進本部海外部

長）大城 昌秀 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部工事管理部長（産業設備事業本部プロジェクト推進本部工

事管理部長）中新田 努 

▽産業設備事業本部プロジェクト本部工事管理部担当部長（株式会社日立製作所産業・水業務統

括本部技術開発本部松戸開発センタ企画部長兼松戸開発センタ産業システム部担当部長）新 

隆之 

▽産業設備事業本部サービス推進本部サービス企画部長（産業設備事業本部サービス推進本部 

企画部長）原田 靖孝 

▽産業設備事業本部サービス推進本部サービス企画部担当部長（産業設備事業本部サービス推

進本部西部産業サービス部担当部長）萩原 透友 

▽産業設備事業本部サービス推進本部装置部担当部長（産業設備事業本部技術本部プロセス設

計部担当部長）金沢 正広 

▽産業設備事業本部サービス推進本部東部産業サービス部担当部長（産業設備事業本部西部産

業設備本部関西設備部担当部長）木名瀬 靖久 

▽産業設備事業本部サービス推進本部西部産業サービス部担当部長（産業設備事業本部サービ

ス推進本部企画部担当部長）福岡 一郎 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部副本部長兼同本部ファナックプロジェクトセンタ長（産業設

備事業本部技術本部副本部長）太田 勲 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部副本部長（産業設備事業本部東部産業設備本部第二設

備部長）高橋 猛 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部副本部長兼同本部神奈川設備部長（産業設備事業本部

東部産業設備本部神奈川設備部長）武藤 修 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部第一設備部長（産業設備事業本部東部産業設備本部第

一設備部担当部長）池田 優理 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部第二設備部長（産業設備事業本部西部産業設備本部中

国設備部長）岸野 泰文 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部茨城設備部長（産業設備事業本部東部産業設備本部茨

城設備部担当部長）平林 武 

▽産業設備事業本部東部産業設備本部ファナックプロジェクトセンタ副センタ長（産業設備事業本

部プロジェクト推進本部第一部担当部長）土屋 義治 

▽産業設備事業本部西部産業設備本部副本部長（産業設備事業本部西部産業設備本部関西設

備部長）矢野 邦彦 

▽産業設備事業本部西部産業設備本部中部設備部長（産業設備事業本部西部産業設備本部中



部設備部担当部長）小山 利一 

▽産業設備事業本部西部産業設備本部関西設備部長（産業設備事業本部東部産業設備本部東

北設備部担当部長）藤井 康之 

▽産業設備事業本部西部産業設備本部中国設備部長（産業設備事業本部プロジェクト推進本部 

第二部長）押田 真澄 

▽水処理事業本部企画統括部長兼同統括部事業推進室長兼経営戦略本部担当部長（フロントソリ

ューション本部企画部長兼水処理事業本部事業推進室長）小林 成行 

▽水処理事業本部企画統括部管理部長兼同統括部事業推進室担当部長（水処理事業本部事業

推進室課長兼同事業本部企画統括部企画部課長）北沢 照啓 

▽水処理事業本部企画統括部品質保証部長（水処理事業本部企画統括部品質保証部課長）高木 

剛 

▽水処理事業本部東部統括部副統括部長兼フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部 

担当部長（水処理事業本部企画統括部長兼同統括部品質保証部長兼フロントソリューション本

部フロントエンジニアリング部担当部長）末光 敏雄 

▽水処理事業本部東部統括部担当部長（水処理事業本部企画統括部企画部長）武藤 正弘 

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

部長）後藤 伸一 

▽水処理事業本部東部統括部運転・維持管理部担当部長（水処理事業本部東部統括部関東水処

理部担当部長）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部長兼同統括部関西水処理部長）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関西水処理部長（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）池田 徹 

▽水処理事業本部西部統括部副統括部長（水処理事業本部東部統括部副統括部長）辻本 隆彦 

▽水処理事業本部産業水処理統括部中部産業水処理部担当部長（水処理事業本部西部統括部

関西水処理部課長）富田 賢一 

▽フロントソリューション本部副本部長兼同本部企画部長兼経営戦略本部担当部長（フロントソリュ

ーション本部副本部長）小柳 義人 

▽フロントソリューション本部担当本部長兼産業設備事業本部医薬・食品・産業プロセス本部医薬

エンジニアリング部担当部長（フロントソリューション本部担当本部長兼産業設備事業本部技術

本部プロセス設計部担当部長[但し、株式会社日立製作所より出向受入]）福島 幸生 

▽フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部長兼産業設備事業本部プロジェクト本部Ｄ

Ｃ推進部担当部長（フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部長）仙田 昌克 

▽フロントソリューション本部研究開発センタ長（フロントソリューション本部技術開発部長[但し、株

式会社日立製作所より兼務出向受入]）能登 一彦 

▽フロントソリューション本部研究開発センタ担当部長（株式会社日立製作所産業・水業務統括本

部技術開発本部松戸開発センタ産業システム部長）神谷 松雄 

▽フロントソリューション本部研究開発センタ主管技師（株式会社日立製作所産業・水業務統括本

部技術開発本部松戸開発センタ産業システム部主管技師）菊池 宏成 

▽営業統括本部副統括本部長兼同統括本部中部支店長（営業統括本部中部支店長）森倉 聡 

▽営業統括本部副統括本部長兼同統括本部関西支店長（営業統括本部中国支店長）越智 徹也 

▽営業統括本部営業企画部長兼フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部担当部長兼 

経営戦略本部担当部長（株式会社日立製作所産業・流通ビジネスユニット営業統括本部産業プ

ラント営業本部海外推進部担当部長）吉田 純 

▽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（営業統括本部茨城支店社会産



業システム営業部長）芝 浩 

▽営業統括本部産業システム営業本部副本部長（営業統括本部横浜支店長）渡辺 友保 

▽営業統括本部産業システム営業本部営業一部長兼産業設備事業本部プロジェクト本部ＤＣ推進

部担当部長兼コンプライアンス本部担当部長（営業統括本部産業システム営業本部営業一部長

兼フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部担当部長）北村 公宏 

▽営業統括本部産業システム営業本部営業二部長（営業統括本部産業システム営業本部営業二

部担当部長）根田 毅夫 

▽営業統括本部産業システム営業本部営業三部長（営業統括本部産業システム営業本部営業三

部長兼フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部担当部長）鈴木 良 

▽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

部長兼フロントソリューション本部フロントエンジニアリング部担当部長）大井 康世 

▽営業統括本部産業システム営業本部営業五部長兼株式会社日立製作所産業・流通ビジネスユ

ニット営業統括本部産業第四営業本部医薬プラント部長（株式会社日立製作所産業・流通ビジ

ネスユニット営業統括本部産業プラント営業本部医薬プラント部長）高橋 建男 

▽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

一部課長）中村 潔 

▽営業統括本部茨城支店社会産業システム営業部長（営業統括本部東北支店社会産業システム

営業部長）笠間 禎浩 

▽営業統括本部茨城支店日立営業所長（営業統括本部産業システム営業本部長付）椎名 裕之 

▽営業統括本部横浜支店長（営業統括本部産業システム営業本部営業二部長兼フロントソリュー

ション本部フロントエンジニアリング部担当部長）中岡 浩人 

▽営業統括本部横浜支店社会産業システム営業部長（株式会社日立製作所産業・流通ビジネスユ

ニット営業統括本部産業プラント営業本部海外推進部長）金澤 武男 

▽営業統括本部横浜支店社会産業システム営業部担当部長（営業統括本部横浜支店社会産業シ

ステム営業部長）齊藤 孝之 

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

部長）山田 修一 

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

長）小西 伸幸 

▽営業統括本部中国支店長（営業統括本部営業企画部長兼フロントソリューション本部フロントエ

ンジニアリング部担当部長兼コンプライアンス本部担当部長）浦上 景也 

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

営業部課長）太田 利史 

▽営業統括本部九州支店長（営業統括本部関西支店産業システム営業部長）沢田 健 

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

営業部長）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 


