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組織改革および人事異動に関するお知らせ 

 

 2022 年 4 月 1 日付で、下記の通り組織改革および人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

１．組織改革 

 （１）営業企画本部を改称して、「リレーションシップ企画本部」とする。 

 （２）リレーションシップ企画本部に「パートナーシップ推進室」を新設する。 

 （３）第一ソリューション本部第１部、第二ソリューション本部第１部及び第２部を統合し 

「開発ソリューション本部」とする。 

 （４）第一ソリューション本部第２部、第二ソリューション本部第３部を統合し 

「公共ソリューション本部」とする。 

 （５）第三ソリューション本部を改称して、「東京ソリューション本部」とする。 

 （６）第三ソリューション本部第２部を分割して、「第３部」を新設する。 

 （７）東京ソリューション本部に「公共プロジェクトセンター」を新設する。 

 

２．人事異動 

 （１）昇格者（課長代理以上） 

No 氏名 異動後 異動前 

１ 大場 健 経営管理本部 

本部長 

兼 経営管理本部 

経営管理部 部長 

経営管理本部 

経営管理部 部長 

２ 鈴木 浩巳 開発ソリューション本部 

本部長 

経営管理本部 

経営企画部 部長 

兼 経営管理本部 

経営品質管理里室 室長 

３ 佐藤 敏己 東京ソリューション本部 

本部長 

兼 リレーションシップ企画本部 

パートナーシップ推進室 

京浜地区担当 

第三ソリューション本部 

本部付部長 

４ 鈴木 雅道 東京ソリューション本部 

シニアプロジェクトマネジャー 

兼 金融プロジェクトセンター 

センター長 

第三ソリューション本部 

金融プロジェクトセンター 

センター長 

  



No 氏名 異動後 異動前 

５ 田島 秀之 開発ソリューション本部 

本部付部長 

第一ソリューション本部 

第１部 部長 

６ 早坂 実 公共ソリューション本部 

本部付部長 

兼 東京ソリューション本部 

公共プロジェクトセンター 

センター長 

第一ソリューション本部 

第２部 部長 

７ 狩谷不二男 経営管理本部 

経営企画部 部長 

兼 経営管理本部 

経営品質管理室 室長 

経営管理本部 

経営企画部 経営企画課 課長 

８ 大池 光 開発ソリューション本部 

第１部 部長 

第一ソリューション本部 

第１部 第２課 課長 

９ 作山 宏 公共ソリューション本部 

第１部 部長 

第一ソリューション本部 

第２部 第２課 課長 

10 長南 武一 東京ソリューション本部 

第３部 部長 

第三ソリューション本部 

第２部 第２課 課長 

11 東 勝也 開発ソリューション本部  

第１部 第２課 課長 

第一ソリューション本部 

第１部 第２課 課員 

12 中鉢 順哉 開発ソリューション本部  

第１部 第３課 課長 

第一ソリューション本部 

第１部 第２課 課員 

13 鵜木 孝太 開発ソリューション本部  

第２部 第１課 課長 

第二ソリューション本部 

第１部 第２課 課員 

14 金子 裕也 公共ソリューション本部  

第１部 第１課 課長 

第一ソリューション本部 

第２部 第１課 課長代理 

15 五十嵐 康夫 公共ソリューション本部  

第１部 第２課 課長 

第二ソリューション本部 

第３部 第１課 課員 

16 前田 直人 東京ソリューション本部  

第３部 第２課 課長 

第三ソリューション本部 

第２部 第２課 課長代理 

17 堀 拓洋 公共ソリューション本部  

第１部 第１課 課長代理 

第一ソリューション本部 

第２部 第１課 課員 

18 保原 尚之 公共ソリューション本部  

第２部 第２課 課長代理 

第二ソリューション本部 

第３部 第２課 課員 

19 寺島 雅浩 東京ソリューション本部  

第１部 第１課 課長代理 

第三ソリューション本部 

第１部 第１課 課員 

20 斉藤 琢美 東京ソリューション本部  

第 2 部 第１課 課長代理 

第三ソリューション本部 

第２部 第２課 課員 



（２）所属変更、担当変更、部署名変更（部長以上） 

No 氏名 異動後 異動前 

１ 千葉 昭義 専務取締役 専務取締役 

経営管理本部 本部長 

２ 森 郁男 常務取締役 

公共ソリューション本部  

本部長 

常務取締役 

第一ソリューション本部 本部長 

兼 営業企画本部 本部長 

３ 川村 義紀 取締役 

人財開発推進室 室長 

取締役 

人財開発推進室 室長 

兼 第二ソリューション本部 

本部長 

４ 富樫 孝史 取締役 

東京支社 支社長 

取締役 

東京支社 支社長 

兼 第三ソリューション本部  

本部長 

５ 奈良 芳文 取締役 

リレーションシップ企画本部 

本部長 

取締役（非常勤） 

６ 黒田 祐二 リレーションシップ企画本部 

営業企画部 部長 

営業企画本部 

営業企画部 部長 

７ 三浦 紳 リレーションシップ企画本部 

事業企画室 室長 

営業企画本部 

事業企画室 室長 

８ 朝倉 博明 開発ソリューション本部 

第２部 部長 

第二ソリューション本部 

第１部 部長 

９ 川島 徹 開発ソリューション本部 

第３部 部長 

兼 リレーションシップ企画本部

パートナーシップ推進室 

仙台地区担当 

第二ソリューション本部 

第２部 部長 

10 松本 貴政 公共ソリューション本部 

第２部 部長 

第二ソリューション本部 

第３部 部長 

11 秦野 修一 東京ソリューション本部 

第１部 部長 

第三ソリューション本部 

第１部 部長 

12 鹿野 秀一 東京ソリューション本部 

第２部 部長 

第三ソリューション本部 

第２部 部長 

 

以上 


