
２０２２年２月１４日 

 

 

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

 

 

 

組織変更・人事異動のお知らせ 

 

損害保険ジャパン株式会社（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、グループ間の連携強化、役員の担当業務・役割の明確化等のため、チーフオフィサー（※）

を設置することとし、ⅡおよびⅢに表記しています。 

  

Ⅰ．組織変更（２０２２年４月１日付） 

 

別紙１のとおり 

 

 

Ⅱ．人事異動 

別紙２のとおり 

 

 

Ⅲ．役員の業務担当（２０２２年４月１日付） 

 

別紙３のとおり 

 

（※）設置するチーフオフィサー（ＣｘＯ）は次のとおりです。 

略称 表記 

ＣＳＯ Chief Strategy Officer 

ＣＦＯ Chief Financial Officer 

ＣＨＲＯ Chief Human Resource Officer 

ＣＲＯ Chief Risk Officer 

ＣＤＯ Chief Digital Officer 

ＣＩＯ Chief Information Officer 

ＣＳｕＯ Chief Sustainability Officer 

 

 

以 上 

 

 



別紙１ 

組織変更(２０２２年４月１日付) 

 

 

 

中期経営計画の進捗およびマーケット環境に応じた体制構築の観点で、次のとおり組織変更を行う。 

 

・「首都圏火災新種保険金サービス部」を新設する。 

・「海上保険金サービス室」を「海上保険金サービス部」に改称する。 

 

 

   

 

以 上



別紙２ 

人事異動 

 

 

 

１．新任取締役候補 

【２０２２年４月１日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役常務執行役員 

 

中嶋 陽二               執行役員 

コマーシャルビジネス業務部長 

取締役常務執行役員 

[ＣＳＯ・ＣＦＯ] 

山本 謙介               執行役員 

ビジネスプロセス革新部長 

 

２．取締役および執行役員の異動・役割変更 

【２０２２年４月１日付】 

 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

副社長執行役員 齋藤 滋夫              取締役専務執行役員 

取締役専務執行役員 

[ＣＩＯ] 

浦川 伸一 取締役専務執行役員 

専務執行役員 青木 潔                    常務執行役員 

常務執行役員 

 

中村 愼一             執行役員 

ビジネスデザイン戦略部長 

 

取締役常務執行役員 

[ＣＨＲＯ・ＣＳｕＯ] 

酒井 香世子         取締役執行役員 

常務執行役員 

【関西企業営業担当、 

 関西自動車営業担当】 

 

大田 徹哉                執行役員 

企業営業第一部長 

 

取締役執行役員 

[ＣＲＯ] 

槙 絵美子         取締役執行役員 

執行役員 

神戸支店長 

水越 真一郎                執行役員 

千葉支店長 

 

 



（新 職） （氏 名） （現 職） 

執行役員 

ビジネスプロセス革新部長 

安藤 維康                執行役員 

経営企画部長 

 

３．執行役員の選任 

【２０２２年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

執行役員 宮嵜 義久 注１             
執行役員待遇 

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 

＜部長扱い＞ 

 

執行役員 

 

大木 雅人 注２             株式会社プライムアシスタンス 

＜部長扱い＞ 

執行役員 

調査部長 

 

渡邉 健司                調査部長 

 

執行役員 

企業営業第一部長 

 

岡田 英明                企業営業第三部長 

 

執行役員 

コマーシャルビジネス業務部長 

 

手銭 建太                秘書部 

特命部長 

 

執行役員 

経営企画部長 

 

川上 史人                Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社 

＜部長扱い＞ 

 

執行役員 

ＤＸ推進部長 

[ＣＤＯ] 

 

村上 明子                執行役員待遇 

ＤＸ推進部長 

注１：宮嵜 義久氏は 2022年 4月 1日以降も引き続き、ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社の社長を務めます。 

注２：大木 雅人氏は 2022年 4月 1日以降も引き続き、株式会社プライムアシスタンスの社長を務めます。 

 

４．執行役員の退任 

【２０２２年３月３１日付】 

 （氏 名） （現 職） 

退任 桑田 憲吾               専務執行役員 

退任 

 

森田 亮 注１ 

 

専務執行役員 

【関西企業営業担当、 

関西自動車営業担当】 

退任 桜井 淳一 注２ 執行役員 

 

 



 （氏 名） （現 職） 

退任 黒田 泰則     執行役員 

退任 林 祥晃 注３ 執行役員 

注１：森田 亮氏は 2022年 4月 1日付で株式会社フレッシュハウスの社長に就任予定です。 

注２：桜井 淳一氏は 2022年 4月 1日以降も引き続き、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社の社長を 

務めます。  

注３：林 祥晃氏は 2022年 4月 1日以降も引き続き、ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ株式会社の社長を 

務めます。 

 

 



別紙３ 

役員の業務担当（２０２２年４月１日付） 

 

役職 氏 名 担当 

取締役会長 西澤 敬二 総覧 

代表取締役社長社長執行役員 白川 儀一 総括 

代表取締役副社長執行役員 飯豊  聡 業務改革推進部、営業企画部 

副社長執行役員 齋藤 滋夫 自動車営業推進部、航空宇宙保険部、 

ブローカー営業室、自動車開発第一部、 

自動車開発第二部、自動車開発第三部 

専務執行役員 大久 孝一 九州営業担当、中国営業担当 

取締役専務執行役員 浦川 伸一 ＩＴ企画部 

[ＣＩＯ] 

専務執行役員 中村 茂樹 首都圏（注１）営業担当 

専務執行役員 青木 潔 企業マーケット開発部、金融法人第一部、 

金融法人第二部、企業営業第三部、 

企業営業第六部、企業営業第八部 

常務執行役員 川内 雄次 海外事業企画部、海外現地法人全般、 

海外事業企画部長 

常務執行役員 山口 和寿 関西営業担当、四国営業担当 

常務執行役員 髙岸 弘佳 横浜ベイサイド支店、 

首都圏（注１）自動車営業担当 

常務執行役員 高山 知士 物流開発部、企業営業第四部、 

企業営業第五部、企業営業第七部、 

船舶営業部、西日本船舶営業部 

常務執行役員 荒井 英一 関東（注２）営業担当、甲信越営業担当、 

北陸営業担当 

常務執行役員 中西 和博 名古屋自動車開発部、中部企業営業担当、 

中部自動車営業担当、静岡企業営業担当、 

静岡自動車営業担当 



役職 氏 名 担当 

常務執行役員 中尾 公哉 企画開発部、医療・福祉開発部、 

企業営業第一部、企業営業第二部、 

情報通信産業部、営業開発部、 

団体・公務開発部、東京公務開発部 

常務執行役員 中村 愼一 ビジネスデザイン戦略部 

取締役常務執行役員 中嶋 陽二 マーケティング部、リテール商品業務部、 

コマーシャルビジネス業務部、海上保険部、

カスタマーコミュニケーション企画部、 

ビジネスプロセス革新部 

取締役常務執行役員 酒井 香世子 特約火災保険部、人事部、秘書部、広報部、

サステナビリティ推進部、会計統括部、 

関西総務部 

[ＣＨＲＯ・ＣＳｕＯ] 

常務執行役員 大田 徹哉 関西企業営業担当、関西自動車営業担当 

取締役常務執行役員 山本 謙介 経営企画部、経理部、調査部、運用企画部、

投融資部 

[ＣＳＯ・ＣＦＯ] 

取締役 櫻田 謙悟 総覧 

 

社外取締役 石黒 不二代  

社外取締役 内田 和成  

社外取締役 吉田 正子  

執行役員 内山 修一 （ＳＯＭＰＯシステムイノベーションズ代

表取締役社長） 

執行役員 黒田 伸哉 北海道営業担当、東北営業担当 

執行役員 中島 康将 南東京支店長 

執行役員 中西 貴志 中部営業担当、静岡営業担当 

執行役員 山下 敦志 札幌支店長 



役職 氏 名 担当 

執行役員 中田 益見 東京保険金サービス部長 

取締役執行役員 槙 絵美子 再保険部、法務・コンプライアンス部、 

リスク管理部、内部監査部 

[ＣＲＯ] 

執行役員 水越 真一郎 神戸支店長 

執行役員 安藤 維康 ビジネスプロセス革新部長 

執行役員 矢﨑 幹人 企業営業第四部長 

執行役員 堀江 裕志 企画開発部長 

執行役員 篠原 勝章 千葉自動車営業部長 

執行役員 坂本 俊樹 名古屋支店長 

執行役員 大倉 岳 保険金サービス企画部、 

保険金サービス担当、 

保険金サービス企画部長 

執行役員 重定 祐輝 営業企画部長 

執行役員 宮嵜 義久 （ＳＯＭＰＯシステムズ代表取締役社長） 

執行役員 大木 雅人 （プライムアシスタンス代表取締役社長） 

執行役員 渡邉 健司 調査部長 

執行役員 岡田 英明 企業営業第一部長 

執行役員 手銭 建太 コマーシャルビジネス業務部長 



役職 氏 名 担当 

執行役員 川上 史人 経営企画部長 

執行役員 村上 明子 ＤＸ推進部、ＤＸ推進部長 

[ＣＤＯ] 

（注１）「首都圏」とは、東京・神奈川・埼玉・千葉を指します。 

（注２）「関東」とは、茨城・栃木・群馬を指します。 

 

 

 


