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2019年 2月 5日 

株式会社インテック 

 

人事異動および機構改革のお知らせ 

 

人事異動および機構改革について、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：北岡 隆之） 
1． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日）  
2． 顧問退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
3． 役員異動について    （発令日：2019年 4月 1日） 
4． 部長異動について    （発令日：2019年 4月 1日） 
5． 機構改革について    （発令日：2019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 事業戦略推進本部 事業推進部 広報担当：千葉  電話 03-5665-5101 
 
株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 貞行） 

1． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
2． 役員異動について    （発令日：2019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 ソリューション パワー 人事総務部 辰口  電話 03-3372-4440 
 

株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：品川 宜永） 
1． 代表取締役異動について （発令日：2019年 4月 1日） 
2． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
3． 役員異動について    （発令日：2019年 4月 1日） 

   

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社アイ・ユー・ケイ 総務人事部 菱田  電話 03-3816-7270 
 

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． 代表取締役異動について （発令日：2019年 4月 1日） 
2． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
3． 役員異動について    （発令日：2019年 4月 1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 
 

株式会社高志インテック（本社：富山市、代表取締役社長：根岸 幸博） 

1． 代表取締役異動について （発令日：2019年 4月 1日） 
2． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
3． 役員異動について    （発令日：2019年 4月 1日） 

 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

株式会社高志インテック 総務部 倉谷    電話 076-432-4632 
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北国インテックサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：青木 政二） 
1． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 

 

本件に関するお問い合わせ先 ：  

北国インテックサービス株式会社 管理部 中島  電話 076-266-3000 
 

株式会社スカイインテック（本社：富山市、代表取締役社長：佐野 洋） 
1． 役員退任について    （発令日：2019年 3月 31日） 
2． 役員異動について    （発令日：2019年 4月 1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 稲田  電話 076-444-8711  
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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：北岡 隆之） 
 

1．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 
株式会社高志インテック代表取締役社長就任
予定 

常務執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

本江 康浩 

退任 
北国インテックサービス株式会社常務取締役
就任予定 

執行役員 
総務部長 

神初 尚武 

退任 
株式会社インテックソリューションパワー常
務取締役就任予定 

執行役員 
首都圏流通サービス本部副本部長 

勝見 和彦 

 

2．顧問退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 常任顧問 日下 茂樹 

退任 常任顧問 鈴木 良之 

 

3．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 副社長執行役員 
社長補佐（経営全般） 
 

取締役 副社長執行役員 
グループ会社管理、プロジェクト監理本部、
首都圏社会基盤本部、中部地区本部、西日本
地区本部担当 

佐藤 知樹 

取締役 副社長執行役員 
事業戦略推進本部、コンサルティング事業部、
生産技術部、社会基盤事業本部担当 

取締役 副社長執行役員 
事業戦略推進本部、生産技術部、首都圏流通
サービス本部担当 
首都圏流通サービス本部長 

新海 章 

取締役 専務執行役員 
第二金融ソリューション事業本部、札幌セン
ター、仙台センター、新潟センター担当 

取締役 専務執行役員 
コンサルティング事業部、首都圏産業本部、
札幌センター、仙台センター、新潟センター
担当 
首都圏産業本部長 

平井 克八 

専務執行役員 
人事本部、リスク・コンプライアンス室、情報
セキュリティ推進室担当 
人事本部長 

専務執行役員 
人事本部、コンプライアンス、リスク管理、情
報セキュリティ担当 
人事本部長 
兼 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 
第一金融ソリューション事業本部、ネットワ
ーク＆アウトソーシング事業本部、情報流通
基盤サービス事業本部担当 

専務執行役員 
第一金融ソリューション事業本部、第二金融
ソリューション事業本部、ネットワーク＆ア
ウトソーシング事業本部担当 

中森 行雄 

専務執行役員 
管理本部、業務改革推進本部、業務管理本部
担当 
管理本部長 

専務執行役員 
財務経理本部、内部統制、コーポレート（総務
部、東京総務部、法務部、業務管理本部）、業
務改革推進本部担当 
財務経理本部長 

岸 善之 
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新   職 旧   職 氏  名 

専務執行役員 
金融ソリューションサービス事業本部担当 
金融ソリューションサービス事業本部長 

常務執行役員 
金融ソリューションサービス事業本部担当 
金融ソリューションサービス事業本部長 

今里 直人 

専務執行役員 
行政システム事業本部担当 
行政システム事業本部長 

常務執行役員 
北陸地区本部、行政システム事業本部担当 
行政システム事業本部長 

牧野 賢藏 

常務執行役員 
北陸産業事業本部担当 
北陸産業事業本部長 

常務執行役員 
中部地区本部長 
 

我妻 巧 

常務執行役員 
先端技術研究所担当 
先端技術研究所長 

常務執行役員 
先端技術研究所担当 
先端技術研究所長 

荒野 高志 

常務執行役員 
中部西日本産業事業本部担当 
中部西日本産業事業本部長 

常務執行役員 
西日本地区本部長 
 

小山内 誠 

常務執行役員 
企画本部、グループ会社管理担当 
企画本部長 

常務執行役員 
企画本部担当 
企画本部長 

眞門 聡明 

常務執行役員 
流通サービス事業本部担当 
流通サービス事業本部長 

執行役員 
北陸地区本部長 
 

佐藤 正修 

常務執行役員 
産業事業本部担当 
産業事業本部長 

執行役員 
首都圏産業本部副本部長 

疋田 秀三 

常務執行役員 
プロジェクト監理本部担当 
企画本部副本部長 
兼 経営管理部長 

執行役員 
企画本部副本部長 
兼 経営管理部長 

宮下 毅 

常務執行役員 
行政システム事業本部副本部長 

執行役員 
行政システム事業本部副本部長 
兼 自治体営業推進部長 
兼 国保ビジネス推進室長 

谷口 庄一郎 

執行役員 
業務改革推進本部長 

執行役員 
業務改革推進本部長 
兼 東京総務部長 

三上 雅弘 

執行役員 
事業戦略推進本部長 

執行役員 
事業戦略推進本部長 

黛 文彦 

執行役員 
産業事業本部副本部長 
兼 インダイヤソリューション部長 

執行役員 
首都圏産業本部副本部長 
兼 インダイヤソリューション部長 

泉 肇一 

執行役員 
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 

執行役員 
ネットワーク＆アウトソーシング事業本部長 

冨川 慎也 

執行役員 
東京総務部長 

株式会社スカイインテック常務取締役 上田 伸一 

執行役員 
情報流通基盤サービス事業本部長 
兼 情流）事業推進部長 

理事 
首都圏流通サービス本部流通基盤営業部長 

飯沼 正満 

執行役員 
総務部長 

理事 
人事部付北国インテックサービス株式会社出
向 北国インテックサービス株式会社取締役 

五十嵐 陽 

執行役員 
社会基盤事業本部長 

理事 
首都圏社会基盤本部長 

山口 浩明 
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新   職 旧   職 氏  名 

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 

武藤 敦也 

執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

理事 
第二金融ソリューション事業本部副本部長 

藤山 等史 

 

4．部長異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

監査部長 監査部 丹羽 武志 

人事部長 人事本部 朽木 直浩 

人材開発部長 人事本部 京極 卓也 

働き方改革推進室長 
兼 健康管理室長 
兼 大山研修センター所長 
兼 キッズホーム所長 

業務管理本部長 増田 忍 

生産技術部長 
首都圏流通サービス本部副本部長 
兼 サービスセンター所長 

中山 登志明 

業務管理本部長 西日本業務部長 竹田 浩徳 

西日本業務部長 西日本）サービスソリューション部長 嶋谷 治 

第二エンタープライズソリューション部長 北陸）産業第二システム部長 野澤 晃 

流通サービス事業本部副本部長 
兼 サービスセンター所長 

サービス第二システム部長 堀内 健司 

サービス第二システム部長 サービス第二システム部副部長 坂木 俊夫 

医療ソリューション事業部長 医療システム部長 岸 圭介 

第一医療ソリューション部長 ヘルスケア営業部長 河村 哲郎 

第二医療ソリューション部長 医療システム部副部長 池田 忍 

第一金融ソリューション事業本部副本部長 
兼 バンキングシステム部長 

バンキングシステム部長 伊藤 敏浩 

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 古井 義彦 

ＲＢシステム部長 
第一金融ソリューション事業本部副本部長 
兼 ＲＢシステム部長 

加茂 欽也 

ＮＩ大阪第二ソリューション部長 ＮＩ大阪第二ソリューション部開発第一課長 宮本 昌明 
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新   職 旧   職 氏  名 

金融ソリューション事業戦略部長 金融ソリューションサービス企画部長 川村 淳 

Ｎ＆Ｏ）事業推進部長 
兼 Ｎ＆Ｏ事業企画部長 

Ｎ＆Ｏ事業推進部長 
兼 Ｎ＆Ｏ事業企画部長 

山田 博美 

情報流通基盤サービス事業本部副本部長 監査部長 守田 洋一 

カスタマーサービス開発部長 ＥＤＩ第一システム部長 鈴木 正紀 

サービス基盤開発部長 ＥＤＩ第二システム部長 花田 真哉 

サービス基盤運用部長 
兼 Ｆプロジェクトチーム統括プロジェクト
マネージャー 

ＥＤＩサービス事業部長 
兼 ＥＤＩサービス部長 

太田 活雄 

中部西日本産業事業本部副本部長 西日本）産業第二ソリューション部長 杉山 圭史 

中部西日本産業事業本部副本部長 
兼 ＫＪＫプロジェクトチーム統括プロジェ
クトマネージャー 

ＫＪＫプロジェクトチーム統括プロジェクト
マネージャー 

竹村 明弘 

中西）事業推進部長 中部）公共ソリューション部長 熊野 祥一 

中部産業第一ソリューション部長 中部）産業システム部長 砂田 明浩 

中部産業第二ソリューション部長 中部）営業部長 早山 仁 

中部金融ソリューション部長 中部）金融ソリューション部長 中村 健也 

西日本流通ソリューション部長 西日本）流通ソリューション部長 浅黄 博紀 

西日本サービスソリューション部長 西日本）サービスソリューション部副部長 平松 稔 

西日本産業第一ソリューション部長 西日本）産業第一ソリューション部長 谷井 基繁 

西日本産業第二ソリューション部長 
社会システムソリューション部システム第一
課長 

浅川 幸夫 

九州センター所長 
兼 中四国営業所長 

九州センター所長 坂本 誠也 

北陸産業事業本部副本部長 
兼 北陸）事業推進部長 

北陸地区本部副本部長 
兼 北陸事業推進部長 

野崎 均 

北陸産業システム営業部長 北陸）産業システム営業部長 川開 真悟 

北陸産業第一システム部長 北陸）産業第一システム部長 斉藤 亮 

北陸産業第二システム部長 北陸）産業第二システム部システム第一課長 大藏 徹雄 
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新   職 旧   職 氏  名 

行政）事業推進部長 自治体営業推進部 寺崎 良春 

行政システム開発部長 公共ソリューション企画部長 安平 剛 

中部公共ソリューション部長 行政システム開発部長 柴 潤一 

国保ソリューション事業部長 
兼 国保ソリューション部長 

中部国保ソリューション部長 杉山 友和 

西日本公共ソリューション部長 中四国営業所長 宝田 久也 

公共ソリューションサービス部長 公共ソリューションサービス部副部長 藤山 忠 

 

5．機構改革 

5-1．主旨 

 2019年 4月 1日付で組織を改定する。 

5-2．組織改正の骨子 

１． 本社系機能の改編 

人材開発及び働き方改革を推進するとともに、本社系機能のマネジメント強化のため、下部組織の新設

及び関係部門の集約を行う。 
 
(１)「人事本部」の改編 

 人材開発および働き方改革を推進するため、『人事本部』下部組織として｢人材開発部｣および｢働き

方改革推進室｣を新設する。併せて「人事部」下部組織の「大山研修センター」、「キッズホーム」、

「健康管理室」を「働き方改革推進室（新設）」の下部に編入する。 
 
(２)「財務経理本部」の改称と改編 

『財務経理本部』を『管理本部』に改称し、下部組織として「総務部」、「東京総務部」、「法務

部」を編入する。 
 

２．事業系機能の改編 

全国型組織および製販一体化をさらに推し進め、ソリューションを進化させるための攻めの組織体

に変更する。また規模の適正化を図り、内部統制・コンプライアンス等、組織運営の効率化および

強化を目指す。 
 
(１)「首都圏産業本部」の改称と改編 

ア）『首都圏産業本部』を『産業事業本部』に改称し、製造業向けソリューション・オンサイトを事

業の核とすべく下部組織を再編する。 
 
イ）「ＭＣＩ営業部」を『流通サービス事業本部』へ移管する。 

 
(２)「首都圏流通サービス本部」の改称と改編 

ア）『首都圏流通サービス本部』を『流通サービス事業本部』に改称し、 流通・サービス業向けソ

リューションを事業の核とすべく下部組織を再編する。 

 

イ）『首都圏産業本部』下部組織の「ＭＣＩ営業部」を編入する。 
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ウ）「流通基盤営業部」を『情報流通基盤サービス事業本部』へ移管する。 
 

(３)「首都圏社会基盤本部」の改称と改編 

ア）『首都圏社会基盤本部』を『社会基盤事業本部』に改称し、医療関連事業は全国型組織を目指

す。中部および北陸の医療事業を『社会基盤事業本部』に集約する。医療・公益企業向けソリュー

ションを事業の核とすべく下部組織を再編する。 

 

イ）｢医療ソリューション事業部」を新設し、下部組織に｢第一医療ソリューション部(新設)」と

「第二医療ソリューション部(改称)」を配置する。 

 

ウ）「ヘルスケア営業部」を廃止し、｢社会システムソリューション部システム第二課」、「中部)公共

ソリューション部医療サービス課」を編入し、「第一医療ソリューション部」を新設する。 

 

エ）『北陸地区本部』下部組織の｢医療システム部｣を｢第二医療ソリューション部｣に改称し、編入す

る。 

 

(４)「金融ソリューションサービス事業本部」の下部組織 
「金融ソリューションサービス企画部」を「金融ソリューション事業戦略部」に改称する。 

 

(５)「ネットワーク＆アウトソーシング事業本部」の改編 

ア）「Ｎ＆Ｏ事業推進部」を「事業推進部」に改称する。 

 

イ）「ＡＯＳセンター」を「ＤＣサービス事業部」の下部組織に編入する。 

 

ウ）「セキュリティサービス部」を「ネットワークサービス事業部」の下部組織に編入する。 

 

(６)「情報流通基盤サービス事業本部」の新設 

ア）マネジメント負荷軽減を目的とし、『ネットワーク＆アウトソーシング事業本部』から「ＥＤＩ

事業部」と「ＮＸセンター」を新設本部に編入する。 

 

イ）『首都圏流通サービス本部』下部組織の「流通基盤営業部」を編入し、「事業推進部」に改称す

る。 

 

ウ）「ＥＤＩ第一システム部」を「カスタマーサービス開発部」に改称する。 

 

エ）「ＥＤＩ第二システム部」を「サービス基盤開発部」に改称する。 

 

オ）「ＥＤＩサービス部」を「サービス基盤運用部」に改称する。 

 
(７) 「中部地区本部」と「西日本地区本部」の統合と改称および改編 

ア）『中部地区本部』と『西日本地区本部』を統合のうえ、『中部西日本産業事業本部』に改称し、

組織運営効率化のため下部組織を再編する。 
 

イ）「事業マネジメント室」を「事業推進部」に改称する。 
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ウ）｢営業部」､「産業システム部」を統合し、「中部産業第一ソリューション部」に改称する。 

 

エ）「産業ビジネスソリューション部」を｢中部産業第二ソリューション部」に改称する。 

 

オ）「金融ソリューション部」を「中部金融ソリューション部」に改称する。 

 

カ）「流通ソリューション部」を「西日本流通ソリューション部」に改称する。 

 

キ）「サービスソリューション部」を「西日本サービスソリューション部」に改称する。 

 

ク）「産業第一ソリューション部」を「西日本産業第一ソリューション部」に改称する。 

 

ケ）「産業第二ソリューション部」を「西日本産業第二ソリューション部」に改称する。 
 

(８) 「北陸地区本部」の改称と改編 

ア）「北陸事業推進部」を「事業推進部」に改称する。 

 

イ）「産業システム営業部」を「北陸産業システム営業部」に改称する。 

 

ウ）「産業第一システム部」を「北陸産業第一システム部」に改称する。 

 

エ）「産業第二システム部」を「北陸産業第二システム部」に改称する。 

 

オ）「医療システム部」を『社会基盤事業本部』へ移管する。 
 
(９) 「行政システム事業本部」の改編 

ア）中部および西日本の公共行政関連事業を『行政システム事業本部』に集約し、公共、行政関係

の全国型組織を目指す。 
 

イ）「自治体営業推進部」と「公共ソリューション企画部」を統合し、「事業推進部」に改称する。 

 

ウ）『中部地区本部』下部組織の「公共ソリューション部」を編入し、「中部公共ソリューション

部」に改称する。 

 

エ）「国保ソリューション事業部」を新設し、下部組織に「国保ソリューション部」と「西日本公共

ソリューション部」を配置する。 

 

オ）「中部国保ソリューション部」を「国保ソリューション部」に改称する。 

 

カ）『西日本地区本部』下部組織の「公共ソリューション部」を編入する。 
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株式会社インテック ソリューション パワー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石井 貞行） 

1．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 取締役会長 川原 賢一 

退任 専務取締役 白津 昌之 

退任 常務取締役 舘川 芳一 

退任 常務取締役 宮崎 文男 

 

2．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

常務取締役 
株式会社インテック 
執行役員 

勝見 和彦 

取締役 西日本本部副本部長 浅野 満 

取締役 人事総務部長 辰口 実 

 

 

株式会社アイ・ユー・ケイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：品川 宜永） 

1．代表取締役異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 代表取締役社長 品川 宜永 

代表取締役社長 取締役副社長 髙岡 利光 

 

2．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 取締役 北出 誠司 

 

3．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 業務執行役 矢島 学 

取締役 業務執行役 猪野 トモ子 
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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．代表取締役異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役相談役 代表取締役社長 田中 宏昌 

代表取締役社長 取締役 松森 正彦 

代表取締役副社長 代表取締役専務 岸 逸郎 

 

2．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 取締役（非常勤） 上野 唯泰 

 

3．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役（非常勤） 
株式会社インテック 
流通基盤営業部長 

飯沼 正満 

 

 

株式会社高志インテック（本社：富山市、代表取締役社長：根岸 幸博） 

1．代表取締役異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 代表取締役社長 根岸 幸博 

代表取締役社長 
株式会社インテック 
常務執行役員 
第二金融ソリューション事業本部長 

本江 康浩 

 

2．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 常勤監査役 本田 英二 

 

3．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 
株式会社インテック 
北陸地区本部副本部長 

栗山 和久 

監査役（非常勤） 
株式会社インテック 
監査役 

野崎 秀和 
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北国インテックサービス株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：青木 政二） 

1．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 取締役 五十嵐 陽 

 
 

株式会社スカイインテック（本社：富山市、代表取締役社長：佐野 洋） 

1．役員退任 （発令日：2019年 3月 31日） 

新   職 旧   職 氏  名 

退任 常務取締役 上田 伸一 

 

2．役員異動 （発令日：2019年 4月 1日） 

新   職 旧   職 氏  名 

取締役 首都圏支社副支社長 岡本 憲治 

 

 

 

以 上 


