
 

２０２２年３月４日  

 

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

 

 

 

人事異動について 

 

損害保険ジャパン株式会社（取締役社長 西澤 敬二）では、別紙のとおり人事異動を行いますので、お知ら

せいたします。 

  

 

 

Ⅰ．人事異動 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

人事異動 

１． 執行役員の異動 

 

【２０２２年２月２４日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  執行役員 黒田 伸哉        執行役員 

  【北海道営業担当、東北営業担当】   【北海道営業担当、東北営業担当】 

 札幌自動車営業部長    

 

【２０２２年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  執行役員 黒田 伸哉        執行役員 

  【北海道営業担当、東北営業担当】   【北海道営業担当、東北営業担当】 

    札幌自動車営業部長 

 

２．執行役員待遇の選任 

 

【２０２２年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

      

  執行役員待遇 中島 正朝         カスタマーコミュニケーション 

  カスタマーコミュニケーション     企画部長 

  企画部長       

     

  執行役員待遇 大谷 俊一郎        本店火災新種専門保険金サービス部長 

  本店火災新種専門保険金サービス部長       

          

  執行役員待遇 山口 直孝         大阪自動車営業第二部長 

  本店自動車営業第一部長       

          

  執行役員待遇 藤野 修          鹿児島支店長 

  鹿児島支店長       

          

 



３．その他の異動 

 

【２０２２年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 金森 大輔         コマーシャルビジネス業務部 

  株式会社     リーダー 

  ＜部長扱い＞       

          

  損保ジャパンキャリアビューロー 山村 琢也         特約火災保険部長 

  株式会社       

  ＜部長扱い＞       

          

  損保ジャパンパートナーズ株式会社 市川 毅          営業企画部 

  ＜部長扱い＞     特命部長 

          

  損保ジャパンパートナーズ株式会社 高木 伸之介        福岡中央支店 

  ＜部長扱い＞     福岡中央支社 

        担当部長兼支社長 

          

  ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 嶋田 哲也         長崎支店長 

  株式会社       

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 薄 一臣          金融法人第一部 

  ＜部長扱い＞     営業第一課長 

          

  ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 藤本 智洋         内部監査部 

  株式会社     リーダー 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 有堀 誠二         ＳＯＭＰＯビジネスサービス株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜部長扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 藤井 紳也         ＩＴ企画部 

  ＜部長扱い＞     リーダー 

          

  ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 中津 武典         ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

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

  ＜部長扱い＞     特命部長 

          

  ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 小島 千佳         ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 黒田 幸徳         運用企画部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 鈴木 義泰         調査部 

  ＜部長扱い＞     特命部長 



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 鈴木 俊一郎        名古屋企業営業部 

  ＜部長扱い＞     第二課 

        担当部長兼課長 

          

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 植松 巧之         ＳＯＭＰＯケア株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  ＳＯＭＰＯワランティ株式会社 関 泰章          医療・福祉開発部長 

  ＜部長扱い＞       

          

  株式会社プライムアシスタンス 鈴木 玲          ＳＯＭＰＯケア株式会社 

  ＜部長扱い＞     ＜部長扱い＞ 

          

  Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ株式会社 桐山 正弘         ＳＯＭＰＯ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｌａｂ， 

  ＜部長扱い＞     Ｉｎｃ． 

        （シリコンバレー） 

        ＜リーダー扱い＞ 

          

  リテール商品業務部 東 秀和          営業開発部 

  特命部長     第一課長 

          

  特約火災保険部長 山田 美喜子        業務改革推進部 

        担当部長 

          

  ビジネスデザイン戦略部長 久保田 和史        株式会社ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ  

        Ｃａｒｌｉｆｅ 

        ＜部長扱い＞ 

          

  営業企画部 宮井 淳          愛媛支店 

  特命部長     法人支社長 

          

  人事部長 笹野 剛宏         愛媛支店長 

          

  秘書部長 榎本 恭子         ビジネスデザイン戦略部 

        リーダー 

          

  経理部長 秋保 宏之         リスク管理部長 

          

  調査部 菊池 雄一郎        秘書部 

  特命部長     営業担当役員室 

        （大阪） 

        リーダー 

          

  Ｅｎｄｕｒａｎｃｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ  杉山 公輔         企業営業第八部 

  Ｓｅｒｖ．     第四課長 

  （ロンドン）       

  ＜部長扱い＞       

     

     

     



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  日本財産保険（中国）有限公司 中川 理          日本財産保険（中国）有限公司 

  （大連）     （上海） 

  ＜部長扱い＞     ＜担当部長扱い＞ 

          

  Ｕｎｉｔｅｄ Ｉｎｓ Ｃｏ． 中野 英男         企業営業第四部 

  Ｖｉｅｔｎａｍ     第三課長 

  （ハノイ）       

  ＜部長扱い＞       

          

  ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｏｍｐｏ 髙橋 邦明         ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 

  ＧｅｎｅｒａｌＩｎｓ     （Ａｓｉａ） 

  （ムンバイ）     （シンガポール） 

  ＜部長扱い＞     ＜リーダー扱い＞ 

          

  運用企画部長 能勢 修          ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

        ＜リーダー扱い＞ 

          

  リスク管理部長 古屋 正人         リスク管理部 

        リーダー 

          

  首都圏火災新種保険金サービス部長 小笹 博之         関西火災新種保険金サービス部長 

          

  物流開発部長 坂井 望          企業営業第二部 

        第一課 

        担当部長兼課長 

          

  航空宇宙保険部長 山中 聡子         秘書部 

 

（

兼

） 

ブローカー営業室長     特命部長 

          

  医療・福祉開発部長 北村 和義         大阪金融公務部長 

          

  自動車開発第三部長 岩下 昭人         マーケティング部 

        リーダー 

          

  名古屋自動車開発部 田平 秀幸         山口支店長 

  特命部長       

          

  金融法人第一部長 中久保 尚吾        横浜支店長 

          

  企業営業第三部長 宇都宮 史彦        日本財産保険（中国）有限公司 

        （大連） 

        ＜部長扱い＞ 

          

  企業営業第六部長 梅木 健一         航空宇宙保険部長 

       

（

兼） 

ブローカー営業室長 

          

  営業開発部長 奥村 義康         静岡自動車営業部長 

          

  本店自動車営業第三部長 緒勝 弘宗         広島自動車営業部長 

          



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  東東京支店長 越川 誠          富山支店長 

          

  北東京支店長 森山 学          大阪南支店長 

          

  神奈川保険金サービス部長 板倉 吉仁         関西保険金サービス部長 

          

  神奈川自動車営業部長 藤島 憲明         自動車営業推進部 

        リーダー 

          

  横浜支店長 林 弘之          ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 

        ＜部長扱い＞ 

          

  横浜中央支店長 山本 政明         岐阜支店長 

          

  埼玉保険金サービス部長 前村 浩司         神奈川保険金サービス部長 

          

  埼玉中央支店長 田名田 曜行        秘書部 

        リーダー 

          

  千葉支店長 福井 圭          横浜中央支店長 

          

  札幌自動車営業部長 小暮 啓介         三重自動車営業部長 

          

  北北海道支店長 大野 昌彦         内部監査部 

        特命部長 

          

  仙台自動車営業部長 大磯 崇雄         栃木支店長 

          

  福島自動車営業部長 岡野 友嘉         人事部 

        リーダー 

          

  岩手支店長 井上 健          企業営業第四部 

        東芝室 

        担当部長兼室長 

       

（

兼） 

企業営業第四部 

        営業開発課 

        担当部長兼課長 

          

  茨城南支店長 小林 護          北北海道支店長 

          

  栃木支店長 高橋 敏          人事部 

        リーダー 

          

  群馬自動車営業部長 大川 耕平         秘書部 

        営業担当役員室 

        （名古屋） 

        リーダー 

          

  新潟保険金サービス部長 垂石 朋大         埼玉保険金サービス部 

        熊谷保険金サービス課長 



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  新潟自動車営業部長 長﨑 隆広         千葉自動車営業部 

        第二課長 

          

  富山支店長 流石 稔          企業営業第六部 

        第二課 

        担当部長兼課長 

          

  静岡保険金サービス部長 茂見 祐二         埼玉保険金サービス部長 

          

  静岡自動車営業部長 長谷川 隆         九州自動車営業部長 

          

  愛知自動車営業部長 安藤 友至         自動車開発第一部 

        営業第二課長 

          

  岐阜支店長 片田 真理         佐賀支店長 

          

  三重自動車営業部長 近藤 和幸         調査部 

        リーダー 

          

  関西火災新種保険金サービス部長 森谷 高信         保険金サービス企画部 

        リーダー 

          

  大阪自動車営業第二部長 田中 泰介         東東京支店長 

          

  大阪企業営業第三部長 高丘 泰則         徳島支店長 

          

  大阪金融公務部長 河邨 敦          医療・福祉開発部 

        リーダー 

          

  大阪南支店長 古元 真秀         埼玉中央支店長 

          

  関西保険金サービス部長 栄 昭治          保険金サービス企画部 

        リーダー 

          

  広島自動車営業部長 清永 剛          自動車営業推進部 

        リーダー 

          

  山口支店長 仁平 直          西東京支店 

        府中支社 

        担当部長兼支社長 

          

  徳島支店長 薄葉 将臣         ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 

        株式会社 

        ＜部長扱い＞ 

          

  愛媛支店長 竹川 和宏         営業企画部 

        リーダー 

          

  九州自動車営業部長 小牟禮 研司        自動車開発第三部長 

          



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  福岡中央支店長 油布 正博         大阪南支店 

        難波支社 

        担当部長兼支社長 

          

     

  佐賀支店長 成田 浩章         企業営業第四部 

        第一課 

        担当部長兼課長 

          

  長崎支店長 山内 亮          営業企画部 

        リーダー 

          

  宮崎支店長 米本 真也         福岡支店 

        営業第二課 

        担当部長兼課長 

          

  沖縄支店長 庄司 誠 

        

  大阪企業営業第一部 

        第二課長 

     

 

４．入社 

【２０２２年４月１日付】 

（新 職） （氏 名）  

     

 経営企画部 高澤 俊幸   

 特命部長    

     

 

 

 

以 上 


