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2016年3月4日 

株式会社インテック 

 

人事異動のお知らせ 

 
人事異動について、以下のとおりお知らせします。 

 
 
株式会社インテック（本社：富山市、代表取締役社長：日下 茂樹） 

１．役員異動について         (発令日：2016 年 4月 1日) 
２．部長異動について         (発令日：2016 年 4月 1日) 
３．機構改革について         (発令日：2016 年 4月 1日) 
 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社インテック 企画広報室 谷本   電話 03-5665-5101 
 

 
 
株式会社スカイインテック（本社：富山市、代表取締役社長：今堀 喜一） 

１．役員退任について         （発令日：2016年 3月 18日） 

 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社スカイインテック 総務部 碓井  電話 076-444-8711 
 
 
 

株式会社ネクスウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 宏昌） 

１．役員退任について         （発令日：2016年 3月 31日） 
 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社ネクスウェイ 企画室 竪山    電話 03-6388-1610 
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株式会社インテック（本社：富山市、代表取締役社長：日下 茂樹） 
 
１．役員異動(発令日：2016 年 4月 1 日) 

新   職 旧   職 氏  名 

代表取締役副社長 

生産本部長 
代表取締役副社長 鈴木 良之 

常務取締役 

業務改革部長 兼 業務管理本部長 
常務取締役 上野 唯泰 

取締役 

人事部長 

兼 大山研修センター所長 

兼 キッズホーム所長 

兼 健康管理室長 

取締役 

人事部長 

兼 大山研修センター所長 

兼 キッズホーム所長 

林  弘明 

常務執行役員 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部長 

常務執行役員 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部長 

兼 ＤＣサービス事業部長 

兼 ＥＤＩサービス事業部長 

佐野  洋 

常務執行役員 

首都圏社会サービス本部長 

常務執行役員 
産業ソリューション事業部長 

新海  章 

常務執行役員 

首都圏産業本部長 

兼 事業推進部長 

執行役員 
首都圏本部副本部長 

倉田  亨 

常務執行役員 

行政システム事業本部長 

（株式会社スカイインテック 
常務取締役 退任予定） 

牧野 賢藏 

執行役員 

第二金融ソリューション事業本部長 

兼 保険システム部長 

執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

本江 康浩 

執行役員 

先端技術研究所長 

執行役員 
先端技術開発本部長 
兼 グローバル事業部長 

荒野 高志 

執行役員 

特命担当 

執行役員 
企画推進本部長 

福田 壮志 

執行役員 

ＡＯＳ事業本部長 

理事 
ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部副本部長 
兼 Ｎ＆Ｏ事業推進部長 

小山内 誠 

執行役員 

企画本部長 

理事 
ＢＰＯ事業本部長 
兼 統合再編推進部 

北岡 隆之 

執行役員 

第一金融ソリューション事業本部長 

理事 
第一金融ソリューション事業本部長 

三上 雅弘 

執行役員 

産業ソリューション事業部長 

理事 
コンサルティング事業部長 
兼 統合再編推進部 

黛  文彦 

参与 
専務執行役員 
首都圏本部長 

平野 尚也 
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参与 
執行役員 
北陸地区本部副本部長 
兼 北陸品質保証部長 

河崎 哲男 

参与 
執行役員 
行政システム事業本部長 

青木 政二 

 

２．部長異動（発令日：2016 年 4月 1 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

企画本部副本部長 

兼 経営企画部長 

企画推進本部副本部長 
兼 経営管理部長 

眞門 聡明 

企画本部 営業推進部長 企画推進本部 事業推進統括部長 石原 時夫 

生産本部 品質保証部長 企画推進本部 品質保証統括部長 池田 浩明 

生産本部 生産技術部長 先端技術開発本部 技術部長 竹田 浩徳 

生産本部 購買・パートナー部長 ＳＩ事業本部 森  修二 

リスク・コンプライアンス室長 
ＳＩ事業本部 
エンタープライズソリューション部長 

西原  聡 

業務管理本部 中部業務部長 中部地区本部 業務部長 上平 順子 

業務管理本部 西日本業務部長 西日本地区本部 業務部長 嶋谷  治 

コンサルティング事業部長 コンサルティング事業部 網谷  真 

社会システム戦略事業部 

社会システム事業企画部長 

社会システム戦略事業部 
環境未来都市事業推進室長 

大間知 一彦 

社会システム戦略事業部 

社会システムプラットフォーム開発部長 

社会システム戦略事業部 
ビッグデータ事業開発室長 

後藤 光治 

社会システム戦略事業部 

社会システムソリューション推進部長 

社会システム戦略事業部 
戦略事業推進部長 

砂古口 昌男 

公共ソリューション事業本部 

公共ソリューションサービス部長 
札幌センター所長 江田  浩 

公共ソリューション事業本部 

国保ビジネス推進室長 

兼 中部国保ソリューション部長 

公共ソリューション事業本部 
国保ビジネス推進室長 

池上  尚 

首都圏産業本部副本部長 

兼 製造営業部長 

首都圏本部 製造事業部長 
兼 製造営業部長 

佐藤 正修 

首都圏産業本部 

流通基盤営業部長 

首都圏本部 
流通事業部長 兼 流通ビジネス室長 

飯沼 正満 

首都圏産業本部 

ＭＣＩ営業部長 

首都圏本部 
ＭＣＩ事業部長 兼 ＭＣＩ営業部長 

疋田 秀三 

首都圏社会サービス本部副本部長 

兼 社会基盤営業部長 

首都圏本部 社会システム事業部長 
兼 社会基盤営業部長 

日下  剛 
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首都圏社会サービス本部 

サービス第一営業部長 

首都圏本部 サービス事業部長 
兼 サービス第一営業部長 

山本 信是 

第二金融ソリューション事業本部 

金融システム営業部長 

第二金融ソリューション事業本部 
保険システム部長 

山田 重明 

第二金融ソリューション事業本部 

証券システム部長 

第二金融ソリューション事業本部 
証券第二システム部長 
兼 証券第一システム部長 

末次 尚範 

ＳＩ事業本部副本部長 

兼 統括マネジメント室長 

ＳＩ事業本部副本部長 
兼 プロジェクトマネジメント室長 

澤邊  学 

ＳＩ事業本部 事業推進部長 

兼 エンタープライズソリューション 

部長 

ＳＩ事業本部 事業推進部長 
兼 ＭＣＦソリューション部長 

横山 茂雄 

ＳＩ事業本部 

社会システムソリューション部長 

兼 流通ソリューション部長 

ＳＩ事業本部 
製造・流通ソリューション部長 

今村 信一 

ＳＩ事業本部 

製造ソリューション部長 

ＳＩ事業本部 
ＥＳシステム部長 

武部 長生 

ＳＩ事業本部 

ＭＣＩソリューション部長 

ＳＩ事業本部 
社会システムソリューション部長 

堀内 健司 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部副本部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 Ｎ＆Ｏ事業企画部長 

冨川 慎也 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 Ｎ＆Ｏ事業企画部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 Ｎ＆Ｏ事業企画部 

若月 公紀 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 Ｎ＆Ｏ事業推進部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部長付 

山田 博美 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 ＤＣサービス事業部長 

兼 首都圏ＤＣサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 首都圏ＤＣサービス部長 

高圓 宏明 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 西日本ＤＣサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 クラウド基盤システム部システ
ム第四課長 

波田 賢也 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 ネットワークサービス事業部長 

兼 ネットワークサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 ネットワークサービス事業部長 

鍛原  卓 

ネットワーク＆アウトソーシング事業 

本部 ＥＤＩサービス事業部長 

兼 ＥＤＩサービス部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業
本部 ＥＤＩサービス部長 

太田 活雄 

ＡＯＳ事業本部副本部長 

兼 ＡＯＳ第二営業部長 

兼 ＮＸセンター所長 

ＢＰＯ事業本部副本部長 
兼 ＢＰＯ第二営業部長 
兼 ＮＸセンター所長 

谷本 浩一 

ＡＯＳ事業本部副本部長 

兼 ＡＯＳ第一営業部長 

兼 コスモセンター所長 

ＢＰＯ事業本部副本部長 
兼 ＢＰＯ第一営業部長 
兼 コスモセンター所長 

早瀬 正章 

産業ソリューション事業部 

ビジネスソリューション部長 

北陸地区本部 
制御・プラットフォーム営業部長 

北  竜次 

西日本地区本部副本部長 

兼 サービス営業部長 

西日本地区本部 
サービス営業部長 

勝見 和彦 
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西日本地区本部 

公共営業部長 

西日本地区本部 
公共ソリューション部長 

福本 佳史 

西日本地区本部 

サービスシステム部長 

西日本地区本部 
サービス第一システム部長 

竹村 明弘 

西日本地区本部 

社会システム部長 

西日本地区本部 
サービス第二システム部長 

奥  雅晴 

北陸地区本部副本部長 

兼 北陸品質保証部長 
新潟センター所長 栗山 和久 

北陸地区本部 

産業第一システム部長 

北陸地区本部  
産業第一システム部システム第一課長 

斉藤  亮 

北陸地区本部 

産業第二システム部長 

北陸地区本部  
産業第二システム部システム第二課長 

野澤  晃 

北陸地区本部 

福井営業所長 

北陸地区本部 
長野営業所長 

水上 浩典 

北陸地区本部 

長野営業所長 

北陸地区本部 
産業システム営業部営業課長 

清田 真也 

北陸地区本部 

アウトソーシングサービス部長 

北陸地区本部 
産業第一システム部長 

山本 美徳 

北陸地区本部 

制御・プラットフォーム営業部長 

北陸地区本部 
福井営業所長 

竹田 淳也 

北陸地区本部 

プロダクトシステム部長 

北陸地区本部 
産業第二システム部長 

中谷 有宏 

行政システム事業本部 

行政システム営業部長 

行政システム事業本部  
ＣＩＶＩＯＮ推進部長 
兼 行政プロジェクト管理部長 

松本 哲哉 

行政システム事業本部 

行政プロジェクト管理部長 

行政システム事業本部  
行政システム開発部副部長 

窪木  顕 

行政システム事業本部 

行政システムサービス部長 

行政システム事業本部 
行政システム営業部長 
兼 行政システムサービス部長 

村上  豊 

札幌センター所長 
北陸地区本部 
プロダクトシステム部長 

松田 達夫 

新潟センター所長 
産業ソリューション事業部副事業部長 
兼 ビジネスソリューション部長 

林  鋭範 

 

３．機構改革（発令日：2016 年 4月 1 日） 

（1）主旨 

事業運営の効率化と適正化、高度化を目的に組織を改定する。 

（2）組織改正の骨子 

① スタッフ 

・「企画推進本部」を「企画本部」に改称し、下部組織を次のとおり再編する。  

「経営管理部」を「経営企画部」に改称し、「アライアンス推進部」のＭ＆Ａ機能を「経

営企画部」に移管する。  

「グループ経営管理部」を「企画本部」の配下に編入し、「アライアンス推進部」のＭ＆
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Ａ以外の機能と「グローバル事業部」の国際業務・企画の機能を同部へ移管する。  

「事業推進統括部」の営業推進等の機能を独立させ、「営業推進部」とする。 

「グローバル事業部」を廃止し、オフショア開発推進機能については「購買・パートナー

部」に移管し、国際業務・企画機能は「グループ経営管理部」に移管する。 

・品質の徹底と生産性向上のための機能を集約し「生産本部」を新設し、次のとおり部門を

配置する。 

「品質保証統括部」を「品質保証部」に改称する。  

「技術部」を「生産技術部」に改称し、先端技術開発本部の配下から編入する。  

「事業推進統括部」のパートナー管理、購買等の機能を担う「購買・パートナー部」を新

設する。また、「グローバル事業部」のオフショア開発推進機能を、同部に移管する。  

・「先端技術研究所」に「先端技術企画部」を統合し、「先端技術開発本部」を「先端技術

研究所」に改称する。  

・社員の心身の健康状態の管理と維持向上を目的に、人事部の下部組織として「健康管理室」

を新設する。  

・全社の業務プロセス改革、内部統制系業務の標準化を推進し、適正な業務統制および業務

効率の向上を目的に、「業務改革部」を新設する。 

・「企画広報室」の機能を「東京総務部」へ移管し、「企画広報室」は廃止する。  

 

② 業務管理本部 

・各地区の業務面での統制機能を統合し独立した組織として牽制を働かせることを目的に、

「業務管理本部」を新設し、「東京業務部」、「中部地区本部業務部」、「西日本地区本

部業務部」、「北陸業務部」を同本部に配置する。また、中部地区本部業務部は「中部業

務部」、西日本地区本部業務部は「西日本業務部」にそれぞれ改称する。 

 

③ 社会システム戦略事業部 

・新規事業企画の立案、開発体制の一元化、販売促進の強化を目的に、下部組織を改編する。 

・「社会システム事業企画部」を新設し、「環境未来都市事業推進室」と「アグリビジネス

推進室」を同部の下部組織として改編する。  

・「ビックデータ事業開発部」を「プラットフォーム事業開発部」に統合し、「社会システ

ムプラットフォーム開発部」に改称する。  

・「戦略事業推進部」を「社会システムソリューション推進部」に改称する。  

 

④ 公共ソリューション事業本部 

・中部地区における国保を中心とした事業推進を目的に、「中部国保ソリューション部」を

新設する。 

 

⑤ 首都圏産業本部・首都圏社会サービス本部 

・各事業領域における意思決定の迅速化を図ることを目的に、「首都圏本部」を「首都圏産

業本部」と「首都圏社会サービス本部」の２つの本部に分割し、本部内の事業部は廃止す

る。   
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・「首都圏産業本部」「首都圏社会サービス本部」それぞれに「事業推進部」を配置する。  

・「流通ビジネス室」は「流通基盤営業部」に改称する。  

 

⑥ 第二金融ソリューション事業本部 

・営業活動の効率化とお客さま基盤の拡大を目的に、「金融システム営業部」を新設する。  

・「証券第一システム部」と「証券第二システム部」を統合し、「証券システム部」とする。 

 

⑦ ＳＩ事業本部 

・組織運営の効率化と担当領域に特化した組織体制の構築を目的に、下部組織を改編する。 

・「プロジェクトマネジメント室」を「統括マネジメント室」に改称する。 

・「ＭＣＦソリューション部」を「エンタープライズソリューション部」に編入し、 「ＭＣ

Ｆソリューション部」を廃止する。  

・「製造・流通ソリューション部」を「流通ソリューション部」に改称し、「ＥＳシステム

部」を「製造ソリューション部」に改称する。  

 

⑧ ＡＯＳ事業本部 

・部門の特性をより明確に示すことを目的に、「ＢＰＯ事業本部」を「ＡＯＳ事業本部」に

改称する。 

 ※ＡＯＳ：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｏｕｔｓｏｕｒｃｉｎｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

・「ＢＰＯ第一営業部」を「ＡＯＳ第一営業部」に、「ＢＰＯ第二営業部」を「ＡＯＳ第二

営業部」にそれぞれ改称する。 

  

⑨ 中部地区本部 

・産業システム分野の事業拡大および強化を図ることを目的に、「社会基盤ソリューション

部」の業務を「産業システム部」に移管し、同部を廃止する。  

 

⑩ 西日本地区本部 

・「公共ソリューション部」を「公共営業部」に改称する。  

・「サービス第一システム部」を「サービスシステム部」に改称する。  

・「サービス第二システム部」を「社会システム部」に改称する。  

・サービス向上と業務効率化を目的に、「社会基盤ソリューション部」の業務を「公共営業

部」と「サービスシステム部」に移管し、同部を廃止する。  

 
  



 
8 

株式会社スカイインテック（本社：富山市、代表取締役社長：今堀 喜一） 
 
１．役員退任(発令日：2016 年 3月 18 日) 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 
（株式会社インテック  

常務執行役員 就任予定） 
常務取締役 牧野 賢藏 

 

 

株式会社ネクスウェイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 宏昌） 

 
１．役員退任(発令日：2016 年 3月 31 日) 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 取締役 酒井 雅弘 

 

 

以  上 


