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2017年 3月 27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：富山県富山市、代表取締役社長：日下 茂樹） 

1．役員異動について （発令日：2017年  4 月  1日） 
2．部長異動について （発令日：2017年  4 月  1日） 
3．機構改革について （発令日：2017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 東京総務部 谷本   電話 03-5665-5101 
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株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：日下 茂樹）  
1．役員異動 （発令日：2017年  4 月  1 日） 

新   職 旧   職 氏  名 

常務取締役 
業務管理本部長 

常務取締役 
業務改革部長 
業務管理本部長 

上野 唯泰 

専務執行役員 
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 

常務執行役員 
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 

林 弘明 

専務執行役員 
第二金融ソリューション事業本部担当 

常務執行役員 
第二金融ソリューション事業本部担当 中森 行雄 

常務執行役員 
行政システム事業本部長 
兼 データエントリーセンター所長 

常務執行役員 
行政システム事業本部長 牧野 賢藏 

常務執行役員 
首都圏産業本部長 

常務執行役員 
首都圏産業本部長 
兼 事業推進部長 

倉田 亨 

常務執行役員 
財務経理本部長 

執行役員 
グループ経営管理部長 岸 善之 

常務執行役員 
企画本部長 

執行役員 
企画本部長 北岡 隆之 

執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

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 

本江 康浩 

執行役員 
北陸地区本部長 

首都圏産業本部副本部長 
兼 製造営業部長 佐藤 正修 

執行役員 
西日本地区本部長 

西日本地区本部副本部長 
兼 西日本地区本部サービス営業部長 勝見 和彦 

執行役員 
企画本部副本部長 
兼 経営企画部長 

企画本部副本部長 
兼 経営企画部長 眞門 聡明 

参与 常務執行役員 
西日本地区本部長 白津 昌之 

参与 常務執行役員 
北陸地区本部長 高瀬 幸忠 

参与 常務執行役員 
ＳＩ事業本部長 日浦 清次 
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2．部長異動 （発令日：2017年  4月  1 日） 
 

新   職 旧   職 氏  名 

業務改革部長 業務管理本部 内堀 真弓 

企画本部 
グループ経営管理部長 

企画本部 
経営企画部 原 康生 

企画本部  
統合再編推進部長 
兼 営業推進部長 

企画本部 
統合再編推進部長 広川 正樹 

生産本部 
プロジェクト監理部長 

生産本部 
品質保証部 鈴木 智秀 

リスク・コンプライアンス室長 
兼 情報セキュリティ推進室長 リスク・コンプライアンス室長 西原  聡 

業務管理本部 
西日本業務部長 

北陸地区本部 
産業システム営業部 金沢営業所長 横山 武司 

首都圏産業本部 
事業推進部長 

企画本部 
営業推進部長 石原 時夫 

首都圏産業本部 
電機営業部長 

首都圏産業本部 
流通第一営業部長 伊藤 克哉 

首都圏産業本部 
製造営業部長 

首都圏産業本部 
製造営業部営業第二課長 御堂 謙吾 

首都圏産業本部 
流通第一営業部長 

首都圏産業本部 
電機営業部長 高橋 浩 

首都圏社会サービス本部 
事業推進部長 

北陸地区本部 
医療システム部長 武田 浩昭 

第一金融ソリューション事業本部 
金融事業企画部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部長 加藤 智 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第一システム部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第一システム部開発第四課長 齋田 高明 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部長 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第二システム部副部長 山本 智之 

第一金融ソリューション事業本部 
バンキングシステム部長 

第一金融ソリューション事業本部 
バンキングシステム部開発第三課長 伊藤 敏浩 

第一金融ソリューション事業本部 
バンキングシステムプロジェクトチーム 
統括プロジェクトマネージャ 

第一金融ソリューション事業本部 
金融第一システム部長 
兼 金融事業企画部長 

武藤 敦也 

第二金融ソリューション事業本部 
ＮＩ事業統括部長 

第二金融ソリューション事業本部 
ＮＩ事業統括部長 
兼 ＮＩ東京ソリューション部長 

雑賀 利文 

第二金融ソリューション事業本部 
ＮＩ東京ソリューション部長 

第二金融ソリューション事業本部 
ＮＩ東京ソリューション部副部長 
兼 ＮＩ東京ソリューション部開発第三課長 

長谷川 昭治 

第二金融ソリューション事業本部 
保険システム部長 

第二金融ソリューション事業本部 
保険システム部副部長 濱岡 英雄 
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金融ソリューションサービス事業本部 
副本部長 
兼 ＡＳプロジェクトチーム 
統括プロジェクトマネージャ 

金融ソリューションサービス事業本部 
副本部長 
兼 東日本金融ソリューション部長 

近藤 正己 

金融ソリューションサービス事業本部 
東日本金融ソリューション部長 

金融ソリューションサービス事業本部 
東日本金融ソリューション部副部長 
兼 東日本金融ソリューション部開発第二課
長 

水上 純治 

ＳＩ事業本部長 
兼 ＡＭサービス部長 

ＳＩ事業本部 
ＴＫＳプロジェクトチーム 
統括プロジェクトマネージャ 

泉 肇一 

ＳＩ事業本部副本部長 
兼 インダイヤソリューション部長 

ＳＩ事業本部副本部長 
兼 インダイヤシステム部長 中山 登志明 

ＳＩ事業本部 
サービスソリューション部長 

ＳＩ事業本部 
ＭＣＩソリューション部長 堀内 健司 

ＳＩ事業本部 
ＭＳＨプロジェクトチーム 
統括プロジェクトマネージャ 

ＳＩ事業本部 
サービスソリューション部長 永淵 隆 

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事業企画部副部長 白神 真美 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部パー
トナービジネス推進部長 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部Ｎ＆
Ｏ事業推進部副部長 五十嵐 義雄 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部クラ
ウドコンサルティング部長 

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 
基盤コンサルティング課長 

馬場 昭宏 

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 

ネットワーク＆アウトソーシング事業本部 
シニアスペシャリスト 西岡 壽光 

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 
兼 ネットワークサービス部長 

鍛原 卓 

ＡＯＳ事業本部副本部長 
兼 コスモセンター所長 

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

早瀬 正章 

ＡＯＳ事業本部 
ＡＯＳ営業部長 
兼 ＡＯＳセンター所長 

ＡＯＳ事業本部副本部長 
兼 ＳＯセンター所長 
兼 ＡＯＳ第二営業部長 

谷本 浩一 

産業ソリューション事業部 
事業推進部長 

産業ソリューション事業部 
業務グループ課長 石井 克典 

中部地区本部 
営業部長 

中部地区本部 
産業営業部長 宝田 久也 

中部地区本部 
公共ソリューション部長 

西日本地区本部 
九州センター所長 熊野 祥一 

西日本地区本部 
営業推進室長 

西日本地区本部 
サービス営業部 北口 善隆 

西日本地区本部 
流通営業部長 

西日本地区本部 サービス営業部副部長 
兼 サービス営業部営業第一課長 浅黄 博紀 

西日本地区本部 
サービス営業部長 

業務管理本部 
西日本業務部長 嶋谷 治 

西日本地区本部 
九州センター所長 

首都圏産業本部 
製造営業部営業第一課 坂本 誠也 
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北陸地区本部 
エンベデッドシステム部長 

北陸地区本部 
産業第一システム部システム第三課長 片口 好広 

北陸地区本部 
医療システム部長 

ＳＩ事業本部 
社会システムソリューション部副部長 
兼 社会システムソリューション部システム
第二課長 

岸 圭介 

 
3．機構改革 （発令日：2017年  4月  1 日） 

( 1 ) 主旨 

 事業運営の効率化と適正化、全社の施策検討および実施の効率化・高度化を図るため、組織を改定する。 

( 2 ) 組織改正の骨子 

 

1） ネットワーク＆アウトソーシング事業本部に「パートナービジネス推進部」、「クラウドコンサルテ
ィング事業部」を新設 
 

2） 産業ソリューション事業部に「事業推進部」を新設 
 
3） 西日本地区本部に「営業推進室」、「流通営業部」を新設 
 
4）「財務経理本部」を新設し、「経理部」および「財務部」を主管する 
 
5）生産本部に「プロジェクト監理部」を新設 

 
 

以 上 
 


