
 

 

 

２０２３年３月３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 白川 儀一）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． 執行役員待遇の異動 

 

【２０２３年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

      

  執行役員待遇 木田 浩         執行役員待遇 

  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント   企業マーケット開発部長 

  株式会社    

 ＜部長扱い＞    

      

  執行役員待遇 中島 正朝        執行役員待遇 

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社   カスタマーコミュニケーション企画部長 

  ＜部長扱い＞    

      

  執行役員待遇 大谷 俊一郎       執行役員待遇 

  ＳＯＭＰＯ企業保険金サポート   本店火災新種専門保険金サービス部長 

  株式会社    

  ＜部長扱い＞    

      

  執行役員待遇 藤野 修         執行役員待遇 

  新潟支店長   鹿児島支店長 

      

  執行役員待遇 中條 太志        執行役員待遇 

  岡山支店長   茨城支店長 

２．執行役員待遇の選任 

 

【２０２３年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

      

  執行役員待遇 清水 健         ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 

  ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社   ＜部長扱い＞ 

  ＜部長扱い＞    

      

  執行役員待遇 西脇 真司        ＳＯＭＰＯシステムイノベーションズ 

  ＳＯＭＰＯシステムイノベーションズ   株式会社 

  株式会社   ＜部長扱い＞ 

  ＜部長扱い＞    

      

  執行役員待遇 池田 明浩        本店自動車保険金サービス部長 

  本店自動車保険金サービス部長    

 



３．その他の異動 

 

【２０２３年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

     

  ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 尾山 元一        ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 

  株式会社   株式会社 

  ＜部長扱い＞   ＜リーダー扱い＞ 

      

  損保ジャパンキャリアビューロー 小坂 佳世子       会計統括部長 

  株式会社    

  ＜部長扱い＞    

      

  損保ジャパンＤＣ証券株式会社 三辻 晋介        株式会社プライムアシスタンス 

  ＜部長扱い＞   ＜担当部長扱い＞ 

      

  損保ジャパンパートナーズ株式会社 笠置 聖         損保ジャパンパートナーズ株式会社 

  ＜部長扱い＞   ＜リーダー扱い＞ 

      

  ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 藤山 茂         兵庫支店長 

  株式会社    

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳＯＭＰＯケア株式会社 土田 善丈        ＩＴ企画部長 

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 阿部 智         四国保険金サービス部 

  株式会社   松山保険金サービス第一課長 

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 鎮目 進一        福岡支店長 

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 生田 健太郎       ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

  ＜部長扱い＞   ＜リーダー扱い＞ 

      

  ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 川上 潤哉        大阪企業営業第一部長 

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳＯＭＰＯコーポレートサービス 眞田 恵子        千葉西支店 

  株式会社   松戸支社 

  ＜部長扱い＞   担当部長兼支社長 

      

  ＤＸ推進部 伊﨑 徹         リテール商品業務部 

  特命部長   リーダー 

      

  コマーシャルビジネス業務部長 菅原 哲夫        海外事業企画部長席付 

     （シンガポール） 

     特命部長 

     Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ 

     Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 



（新 職） （氏 名） （現 職） 

      

  コマーシャルビジネス業務部 渋谷 洋一        ビジネスデザイン戦略部 

  特命部長   特命部長 

      

  コマーシャルビジネス業務部 佐野 肇         ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 

  特命部長   ＜部長扱い＞ 

      

  コマーシャルビジネス業務部 西 裕児         群馬支店 

  特命部長   法人支社長 

      

  海上保険部長 中村 隆久        企業営業第七部長 

      

  業務改革推進部長 菊地 英樹        経営企画部 

     リーダー 

      

  自動車営業推進部長 田平 秀幸        名古屋自動車開発部 

     特命部長 

      

  企業マーケット開発部長 平川 純         コマーシャルビジネス業務部 

     特命部長 

      

  企画開発部 瀨尾 英一        公益社団法人経済同友会 

  特命部長   ＜部長扱い＞ 

      

  カスタマーコミュニケーション企画部長 中條 美恵子       秋田支店長 

      

  人事部 水町 友哉        人事部 

  特命部長   リーダー 

      

  広報部長 安川 誠高        浜松支店長 

      

  会計統括部長 鈴木 里香        ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ 

     株式会社 

     ＜リーダー扱い＞ 

      

  Ｓｏｍｐｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ  大迫 太郎        秘書部 

  Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ   営業担当役員室 

  （シンガポール）   リーダー 

  ＜部長扱い＞    

      

  ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 会下 嘉彦        ＳｏｍｐｏＨｏｌｄｉｎｇｓ 

  （Ａｓｉａ）   （Ａｓｉａ） 

  （シンガポール）   （シンガポール） 

  ＜部長扱い＞   ＜リーダー扱い＞ 

      

  ＰＧＡ Ｓｏｍｐｏ 中野 英男        Ｕｎｉｔｅｄ Ｉｎｓ Ｃｏ． 

  Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐ．   Ｖｉｅｔｎａｍ 

 （マニラ）   （ハノイ） 

 ＜部長扱い＞   ＜部長扱い＞ 

     

     



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  リスク管理部長 高澤 俊幸        経営企画部 

     特命部長 

      

  内部監査部 古屋 正人        リスク管理部長 

  特命部長    

      

  本店自動車専門保険金サービス部長 村上 裕俊        大阪自動車保険金サービス部長 

      

  本店企業保険金サービス部長 安川 泰祐        海上保険金サービス部長 

      

  海上保険金サービス部長 藤本 智洋        ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ 

     株式会社 

     ＜部長扱い＞ 

      

  本店火災新種専門保険金サービス部長 竹内 和浩        本店企業保険金サービス部 

     本店火災新種保険金サービス第三課長 

      

  自動車開発第一部 原田 史彦        ＰＧＡ Ｓｏｍｐｏ 

  特命部長   Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐ． 

     （マニラ） 

     ＜部長扱い＞ 

      

  名古屋自動車開発部 下野 輝久        埼玉自動車営業第一部長 

  特命部長    

      

  企業営業第二部長 塚本 弘巳        ビジネスデザイン戦略部 

     特命部長 

 

（

兼

） 

    

  企業営業第五部長 藤津 琢也        情報通信産業部長 

      

  企業営業第七部長 吉田 知之        企業営業第二部長 

      

  情報通信産業部長 木澤 薫         埼玉支店長 

      

  横浜ベイサイド支店長 渡辺 誠司        横浜自動車営業部長 

  横浜自動車営業部長    

      

  横浜ベイサイド支店 浪川 洋一        横浜ベイサイド支店長 

  特命部長    

      

  東京法人営業部長 松本 泰二        広報部長 

      

  南東京支店長 桑原 隆徳        名古屋企業営業部長 

      

  神奈川支店長 中満 隆行        内部監査部 

     リーダー 

      

  埼玉自動車営業第一部長 生島 拓也        埼玉自動車営業第二部長 

  埼玉自動車営業第二部長    

      



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  埼玉支店長 和田 喜勝        高知支店長 

      

  千葉自動車営業部長 佐藤 康太郎       茨城自動車法人営業部長 

      

  千葉西支店長 阿部 鉄也        秘書部 

     営業担当役員室 

     （名古屋） 

     担当部長 

      

  札幌支店長 佐々木 剛        山梨支店長 

  南北海道支店長    

      

  南東北保険金サービス部長 松井 成城        ＤＸ推進部 

     特命部長 

      

  福島自動車営業部長 岡野 友嘉        福島自動車営業部長 

  福島支店長    

      

  青森支店長 藤本 将人        内部監査部 

     リーダー 

      

  岩手支店長 姫野 忠         滋賀支店長 

  秋田支店長    

      

  山形支店長 近藤 和幸        三重自動車営業部長 

      

  茨城自動車法人営業部長 松井 博         大阪自動車営業第一部 

     第二課長 

      

  茨城支店長 井上 健         岩手支店長 

      

  栃木自動車営業部長 奥田 健太郎       金沢支店長 

  栃木支店長    

      

  群馬支店長 納堂 信明        福岡中央支店 

     福岡第三支社長 

      

  長野自動車営業部長 小久保 智紀       長岡支店長 

      

  山梨支店長 丸山 知弥        大阪自動車営業第一部長 

      

  金沢支店長 梅月 淳史        企業営業第七部 

     第一課長 

      

  静岡法人営業部長 髙橋 敏         栃木支店長 

      

  浜松支店長 青本 哲也        営業企画部 

     リーダー 

      

  中部保険金サービス第二部長 林田 治         南東北保険金サービス部長 



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  名古屋企業営業部長 白尾 俊人        人事部 

     リーダー 

      

  名古屋支店長 岡田 淳         高松支店長 

      

  愛知東支店長 桃井 直人        秘書部 

     営業担当役員室 

     リーダー 

      

  岐阜支店長 中林 基         西東京支店 

     吉祥寺支社長 

      

  三重自動車営業部長 穴山 将広        三重支店長 

  三重支店長    

      

  関西総務部長 浦 隆史         秘書部 

     営業担当役員室 

     リーダー 

      

  大阪自動車保険金サービス部長 八田 浩一        九州保険金サービス第二部長 

      

  兵庫保険金サービス部長 小貫 雅幸        保険金サービス企画部 

     特命部長 

      

  大阪自動車営業第一部長 吉田 晃浩        栃木自動車営業部長 

      

  大阪企業営業第一部長 渡邉 勝         ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 

     ＜部長扱い＞ 

      

  兵庫支店長 上山 英也        大阪北支店 

     京阪支社 

     担当部長兼支社長 

      

  滋賀支店長 谷 俊策         名古屋企業営業部 

     金融公務室長 

      

  中国保険金サービス第二部長 竹内 隆弘        九州保険金サービス第三部長 

      

  山陰支店長 宮井 淳         営業企画部 

     特命部長 

      

  高松支店長 薄葉 将臣        徳島支店長 

  徳島支店長    

      

  高知支店長 秋田 洋康        久留米支店長 

      

  九州保険金サービス第二部長 大野 慎也        南東北保険金サービス部 

     仙台保険金サービス第一課 

     担当部長兼課長 

      



（新 職） （氏 名） （現 職） 

          

  九州保険金サービス第三部長 池上 里佳        九州保険金サービス第一部 

     担当部長（業務統括スタッフ） 

      

  福岡支店長 松尾 隆志        愛知東支店長 

     

  北九州支店長 萩之内 誠        千葉西支店長 

      

  久留米支店長 成田 浩章        佐賀支店長 

  佐賀支店長    

      

  鹿児島支店長 河村 周         自動車営業推進部長 

      

      

      

      

以 上 


