
 

 

 

２０２０年３月６日 

  

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 

 

 

 

組織変更・人事異動について 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ執行役社長 櫻田 謙悟）および損害保険

ジャパン日本興亜株式会社（取締役社長 西澤 敬二）では、別紙のとおり組織変更および人事異動

を行いますので、お知らせいたします。 

 なお、損害保険ジャパン日本興亜株式会社は２０２０年４月１日付で損害保険ジャパン株式会社

へ商号を変更する予定です。 

 

 

 

Ⅰ．組織変更（２０２０年４月１日付） 

 

別紙のとおり 

 

  別紙１ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

 

 

Ⅱ．人事異動 

別紙のとおり 

 

  別紙２ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

別紙３ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

 

以 上

  



別紙１ 

 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 組織変更(２０２０年４月１日付) 

 

中期経営計画の進捗および今後の事業環境の変化等に備えた体制構築の観点で、次の組織変更を行

う。 

 

・「ヘルスケア事業開発部」を新設する。 

・「運用統括部」等の財務機能を統合し「財務統括部」を新設する。 

・「データ統括室」を新設する。 

・「デジタルベンチャー室」を廃止する。 

 

 

 

以 上 



別紙２ 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 人事異動 

１．部室長の異動 

【２０２０年４月１日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     
 経営企画部 渡邉 健司  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  特命部長   金融法人第二部長 

      

 財務統括部 會田 晋平  経営企画部 

(兼)リスク管理部 

 

(兼)リスク管理部 

（兼） 経営企画部  （兼） リスク管理部 

 首席財務調査役   首席財務調査役 

     

 財務統括部 

(兼)経営企画部 

近藤 利宣  経営企画部 

（兼） 経営企画部   課長 

 特命部長 

 

   

     

 事業管理部長 高橋 浩平  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

     北海道業務部長 

     

 事業管理部 中原 徹  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 

 特命部長   執行役員 

    情報システム部長 

 
※中原 徹氏は 2020年 4月 1日付でＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社の取締役執行役員経営企画部長に就任 

します。 

     

 事業管理部 安藤 維康  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  特命部長   ビジネスプロセス革新部長 

 ※安藤 維康氏は 2020年 4月 1日付で損害保険ジャパン株式会社（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）の 

執行役員経営企画部長に就任します。 

     

 デジタル戦略部長 佐野 肇  デジタル戦略部 

    課長 

     

 デジタル戦略部 的野 仁  経営企画部 

（兼） データ統括室  （兼） 経営企画部ヘルスケア事業開発室 

 特命部長  （兼） デジタル戦略部 

    課長 

     

 データ統括室 海老原 崇  損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

  特命部長   大阪企業営業第三部長 

     

     

 海外事業企画部 井上 淳一郎  海外事業企画部 

 （イスタンブール） 

 

 （兼） （イスタンブール） 

  特命部長   課長 

     



 シニアマーケット事業部 中村 成志  事業管理部 

（兼） 経営企画部   特命部長 

 特命部長    

     

 ヘルスケア事業開発部 川部 弘明  経営企画部ヘルスケア事業開発室 

（兼） シニアマーケット事業部  （兼） デジタル戦略部 

 特命部長  （兼） シニアマーケット事業部 

    特命部長兼室長 

     

 ヘルスケア事業開発部 下川 亮子  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 

 特命部長   執行役員 

    人財開発部長 

 

 

※下川 亮子氏はＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員を継続します。 

     

 秘書部 古田 一志  秘書部 

 特命部長   課長 

     

以 上 

 



別紙３ 

 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

１． 執行役員待遇の異動 

 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  執行役員待遇 塩見 俊和         執行役員待遇 

  本店自動車営業第一部長     本店自動車営業第二部長 

 

２． 執行役員待遇の選任 

 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

      

 執行役員待遇 野間 豊史   法務部長 

  法務部長       

     

  執行役員待遇 木田 浩   関西企業営業部長 

  関西企業営業部長       

          

  執行役員待遇 宮原 秀樹   鹿児島支店長 

  岡山支店長       

     

 

３．その他の異動 

 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  損保ジャパンキャリアビューロー 小平 恵子         会計統括部長 

  株式会社       

  ＜部長扱い＞       

          

  損保ジャパンキャリアビューロー 真杉 公二         船舶営業部長 

  株式会社   (兼) 西日本船舶営業部長 

  ＜部長扱い＞     

          

  損保ジャパンパートナーズ株式会社 原 精一郎         企業営業第二部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  損保ジャパンパートナーズ株式会社 丸岡 智人         企画開発部 

  ＜部長扱い＞     特命部長 

          



  損保ジャパンパートナーズ株式会社 小田 博昭         損保ジャパン日本興亜保険サービス 

  ＜部長扱い＞     株式会社 

        ＜担当部長扱い＞ 

          

  セゾン自動車火災保険株式会社 高本 秀一郎        東京保険金サービス部 

  ＜部長扱い＞     品川保険金サービス課 

        担当部長兼課長 

          

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 中村 安志         ＳＯＭＰＯケア株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 鈴木 玲          ＳＯＭＰＯケア株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 榊原 彰子         静岡保険金サービス部 

  株式会社    静岡保険金サービス第二課長 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 小柳 清光         東北保険金サービス部長 

  株式会社    

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 林 弘之          内部監査部 

  ＜部長扱い＞     担当部長 

          

  ＳＯＭＰＯチャレンジド株式会社 中川 崇生         秘書部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯビジネスサービス株式会社 宮本 利介         リテール商品業務部 

  ＜部長扱い＞     特命部長 

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 海老原 崇         大阪企業営業第三部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 中村 成志         ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜部長扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 経堂 恭          ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 

  株式会社          株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  株式会社プライムアシスタンス 吉田 誉          企業営業第三部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  株式会社プライムアシスタンス 村井 潤          内部監査部 

  ＜部長扱い＞     担当部長 

          

  監査役室長 野村 浩介         内部監査部 

        担当部長 

          

  グループ会社管理室長 高橋 浩平         北海道業務部長 

          



  デジタル戦略部長 佐野 肇          ＳＯＭＰＯリスクマネジメント 

        株式会社 

        ＜リーダー扱い＞ 

          

  デジタル戦略部 的野 仁          ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

  特命部長     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ビジネスクリエーション部長 山下 佳之         リテール商品業務部 

        リーダー 

          

  業務品質・コンプライアンス部長 吉田 彰          人事部 

        リーダー 

          

  業務品質・コンプライアンス部 藤島 雄一         業務品質・コンプライアンス部 

  特命部長     コンプライアンス室 

        （名古屋） 

        特命部長 

          

  業務品質・コンプライアンス部 木下 聡          業務品質・コンプライアンス部 

  コンプライアンス室     コンプライアンス室 

  特命部長     （札幌） 

        特命部長 

          

  業務品質・コンプライアンス部 藤中 麻里子        埼玉中央支店 

  コンプライアンス室     さいたま支社 

  特命部長     担当部長兼支社長 

          

  業務品質・コンプライアンス部 佐野 淳          業務品質・コンプライアンス部 

  コンプライアンス室     コンプライアンス室 

  （大阪）     特命部長 

  特命部長       

          

  業務品質・コンプライアンス部 北村 隆志         千葉西支店長 

  コンプライアンス室       

  （名古屋）       

  特命部長       

          

  調査部長 渡邉 健司         金融法人第二部長 

          

  秘書部長 藤澤 陽一         業務品質・コンプライアンス部 

        特命部長 

          

  秘書部 佐々木 一光        金沢支店長 

  特命部長       

          

  秘書部 古田 一志         秘書部 

  特命部長     リーダー 

          

  内部監査部長 杉原 英之         九州保険金サービス第三部長 

          

     

 



  リテール商品業務部長 堀江 裕志         リテール商品業務部 

        特命部長 

     

  海上保険室長 壹岐 晴彦         ＳＩ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

        Ｅｕｒｏｐｅ 

        （デュッセルドルフ） 

        ＜担当部長扱い＞ 

          

  営業企画部長 重定 祐輝         岐阜中央支店長 

          

  営業企画部 市川 毅          内部監査部 

  特命部長     担当部長 

          

  自動車営業推進部長 生島 拓也         人事部 

        リーダー 

          

  企画開発部 古屋 学          内部監査部 

  特命部長     担当部長 

          

  カスタマーコミュニケーション 中島 正朝         デジタル戦略部長 

  企画部長       

          

  保険金サービス企画部長 大倉 岳          中部保険金サービス部長 

          

  総務部長 桂 浩晃          カスタマーコミュニケーション 

        企画部長 

          

  会計統括部長 小坂 佳世子        ビジネスクリエーション部長 

          

  運用企画部長 黒田 幸徳         投融資部長 

          

  運用企画部 近藤 利宣         経営企画部 

  特命部長     リーダー 

          

  投融資部長 玉水 啓夫         運用企画部 

        リーダー 

          

  Ｓｏｍｐｏ Ｓｉｇｏｒｔａ 井上 淳一郎        Ｓｏｍｐｏ Ｓｉｇｏｒｔａ 

  （イスタンブール）     （イスタンブール） 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  Ｓｏｍｐｏ Ｓｅｇｕｒｏｓ 岩尾 玄          ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

  （サンパウロ）     ＜部長扱い＞ 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＰＧＡ Ｓｏｍｐｏ 橋場 慶太         ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｏｍｐｏ 

  Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐ．     ＧｅｎｅｒａｌＩｎｓ 

  （マニラ）     （ムンバイ） 

  ＜部長扱い＞     ＜部長扱い＞ 

          

     

 



  Ｂｅｒｊａｙａ Ｓｏｍｐｏ 瀬戸 豪          Ｂｅｒｊａｙａ Ｓｏｍｐｏ 

  Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ     Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

  （クアラルンプール）     （クアラルンプール） 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｏｍｐｏ 原田 史彦         ＰＧＡ Ｓｏｍｐｏ 

  ＧｅｎｅｒａｌＩｎｓ     Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐ． 

  （ムンバイ）     （マニラ） 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  海上保険金サービス室長 安川 泰祐         北陸保険金サービス部 

        福井保険金サービス課長 

          

  本店専門保険金サービス部長 大谷 俊一郎        関東保険金サービス第一部長 

          

  名古屋自動車開発部長 鷲辺 秀宣         名古屋自動車開発部 

        特命部長 

          

  金融法人第二部長 河本 幸治         横浜支店長 

          

  企業営業第二部長 吉田 知之         海上保険室長 

          

  企業営業第三部長 岡田 英明         秘書部 

        特命部長 

          

  船舶営業部長 保高 清志         海上保険金サービス室長 

(兼) 西日本船舶営業部長       

          

  本店自動車営業第二部長 荒川 友裕         横浜自動車営業部長 

          

  モーターチャネル営業部長 加藤 和文         九州業務部長 

          

  横浜自動車営業部長 渡辺 誠司         自動車営業推進部 

        リーダー 

          

  横浜支店長 中久保 尚吾        コマーシャルビジネス業務部 

        リーダー 

          

  千葉西支店長 萩之内 誠         札幌法人営業部長 

          

  北海道業務部長 菊田 政寛         企業営業第七部 

        第一課 

        担当部長兼課長 

          

  東北保険金サービス部長 林田 治          セゾン自動車火災保険株式会社 

        ＜部長扱い＞ 

          

  仙台自動車営業部長 藤田 裕明         名古屋自動車営業部 

        第二課 

        担当部長兼課長 

          

 



  山形支店長 川辺 智之         ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 

        株式会社 

        ＜部長扱い＞ 

          

  福島支店長 進藤 研          大分支店長 

          

  関東業務部長 那須 正尚         営業企画部 

        特命部長 

          

  栃木自動車営業部長 吉田 晃浩         本店自動車営業第三部 

        第二課 

        担当部長兼課長 

          

  浜松支店長 安川 誠高         広報部 

        リーダー 

          

  中部業務部長 水野 洋一         中部業務部 

        特命部長 

          

  岐阜支店長 山本 政明         関西第二業務部長 

          

  岐阜中央支店長 齋藤 敦          ＳＯＭＰＯケア株式会社 

        ＜部長扱い＞ 

          

  山梨支店長 佐々木 剛         営業企画部 

        リーダー 

          

  金沢支店長 奥田 健太郎        群馬自動車営業部 

        第二課長 

          

  大阪自動車営業第一部長 丸山 知弥         名古屋支店 

        法人支社 

        担当部長兼支社長 

          

  神戸自動車営業部長 西村 忠          福岡支店 

        営業第一課 

        担当部長兼課長 

          

  大阪企業営業第三部長 花原 太          Ｂｅｒｊａｙａ Ｓｏｍｐｏ 

        Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

        （クアラルンプール） 

        ＜部長扱い＞ 

          

  兵庫支店長 藤山 茂          静岡法人営業部 

        東部法人支社 

        担当部長兼支社長 

          

  関西第二業務部長 小林 登          大阪企業営業第一部 

        第一課 

        担当部長兼課長 

          

  滋賀支店長 姫野 忠          関東業務部長 



  高知支店長 和田 喜勝         企業営業第二部 

        第三課 

        担当部長兼課長 

          

  九州業務部長 江口 重雄         浜松支店長 

          

  九州保険金サービス第三部長 竹内 隆弘         保険金サービス企画部 

        担当部長 

          

  北九州支店長 佐々木 純         中部業務部長 

          

  大分支店長 大西 章泰         山形支店長 

          

  鹿児島支店長 藤野 修          人事部 

        特命部長 

     

以 上 


