
 

 

２０１５年３月６日 

 

損保ジャパン日本興亜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 

 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（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（社長 二宮 雅也）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。 

 

Ⅰ．組織変更（２０１５年４月１日付） 

別紙のとおり 

 

  別紙１ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

  別紙２ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

Ⅱ．人事異動 

  別紙のとおり 

 

  別紙３ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

  別紙４ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＯＭＰＯホールディングスは損保ジャパン日本興亜ホールディングス

およびグループの略称です。 



別紙１  

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 組織変更 

 

持株会社のグローバル・グループベースの対応力強化を図るために、次の組織変更を行う。 

 

・「運用統括部」を新設する。 

    ・「秘書部」を新設する。 

・「人事総務部」を「人事部」に改称する。 

・「コンプライアンス部」を「内部統制部」に改称する。 

 

 

 

以 上 

 

 

 



別紙２ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 組織変更 
 
１．基本方針 

  次の基本方針に基づき、組織変更を行う。 

  ・営業部門、保険金サービス部門においては、マーケットや地域特性等を踏まえ、お客   

さま評価と事業効率の向上を共に実現する体制を構築する。 

  ・本社部門においては、小さな本社を志向し、「組織の大括り化」「本社にしかできない   

ことへの注力」および「現場支援機能の強化」を図る。 
 
２．組織変更の内容 

（１）営業部門 

・「埼玉自動車営業部」を「埼玉自動車営業第一部」および「埼玉自動車営業第二部」に

再編する。 

・「埼玉支店」、「埼玉西支店」を「埼玉中央支店」、「埼玉支店」および「埼玉北支店」に

再編する。 

   ・「静岡法人営業部」を新設する。 

   ・「名古屋南支店」と「名古屋北支店」を統合し、「名古屋支店」とする。 

   ・「三重自動車営業部」を新設する。 

   ・「北陸自動車営業部」を新設する。 

・「大阪企業営業第一部」、「大阪企業営業第二部」を「大阪企業営業第一部」、「大阪企業

営業第二部」および「大阪企業営業第三部」に再編する。 

・「大阪北支店」と「大阪支店」を統合し、「大阪北支店」とする。 

   ・「関西営業サポート室」を新設する。 

   ・「京滋自動車営業部」を新設する。 

 （２）保険金サービス部門 

 ・「火災新種専門保険金サービス部」と「医療保険金サービス部」を統合し、「本店専門

保険金サービス部」とする。 

・「中部保険金サービス第一部」と「中部保険金サービス第二部」を統合し、「中部保険

金サービス第一部」とする。 

・「中部保険金サービス第三部」を「中部保険金サービス第二部」に改称する。 

 （３）本社部門 

   ・「地区サポート部」を新設する。 

   ・「経営企画部業務企画室」を新設する。 

   ・「お客さまサービス品質向上部」、「コンプライアンス部」を「業務品質部」および「業

務品質部コンプライアンス室」に再編する。 

   ・「文書法務部」を「法務部」に、「企業営業企画部」を「本店業務部」に改称する。 

・「グループ会社管理部」、「人事部人材開発室」、「コンプライアンス部販売制度室」、  

「リスク管理部保険数理室」、「営業企画部営業推進室」、「営業企画部金融営業推進室」、

「営業企画部代理店開発室」、「企画開発部団体組織企画室」、「事務企画部代理店シス

テム推進室」および「ＩＴ企画部ＩＴ推進室」を廃止する。        

                                   以 上 



別紙３ 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 人事異動 

 

 

【２０１５年４月 1 日付】 

１．代表取締役の異動 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 代表取締役会長       二宮 雅也     代表取締役会長 

会長執行役員 

 

２．取締役および執行役員の異動 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 取締役副社長執行役員    西澤 敬二     取締役執行役員 

 

 

   常務執行役員        藤倉 雅人     執行役員 

   米州部長                    米州部長 

 

   執行役員          小嶋 信弘     執行役員 

   南アジア部長                  経営企画部長 

 

３．執行役員の選任 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

    常務執行役員        伊東 正仁     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

                           執行役員千葉支店長 

 

   執行役員          中村 茂樹     人事総務部担当部長 

   人事部特命部長 

 

   執行役員          笠井 聡      人事総務部長 

   人事部長                  

 

   執行役員          奥村 幹夫     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

   経営企画部長                  米州部長席付特命部長 

                           損保ジャパン日本興亜・ド・ブラジル 

                        （兼）米州部長席付特命部長 

                           安田マリチマ  

 

注．伊東 正仁氏は、2015 年 4 月 1日付けで損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役常務執行役員に 

就任する予定であり、当社と常勤で兼職するための認可を前提としています。 

 



４．理事の異動 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

   理事                片山 郁夫     理事 

      秘書部長                    広報部長 

 

５．理事の選任 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 理事            長谷川 完     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 新事業開発部長                 理事 休職（出向） 

                         損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

 

 理事            手島 俊裕     法務部長 

 法務部長 

 

 理事            隅山 正敏     コンプライアンス部長 

 内部統制部長 

 

 理事            名古屋 一郎    経営管理部担当部長 

 監査役室長 

 

６．その他の異動 

（新  職）          （氏 名）          （現  職） 

 広報部長          青木 潔       損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

長崎支店長 

 

 運用統括部長        黒田 泰則     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

運用企画部長 

 

 海外事業企画部       大出 剛       損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 特命部長                     お客さまサービス品質向上部長 

 

 海外経営管理部長      原 伸一      損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

                         休職（出向）安田企業投資株式会社 

 

 米州部           鶴田 征也      損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 特命部長                     経営企画部担当部長 

 

 リスク管理部（ロンドン）  海老崎 美由紀   海外事業企画部課長 

 特命部長 

 

注．黒田 泰則氏は、（現 職）を継続いたします。 



【２０１５年３月３１日付】 

１．取締役および執行役員の退任 

 

               （氏 名）          （現  職）          

   退任            磯谷 隆也     取締役執行役員 

 

 

   退任            佐藤 史朗     執行役員 

南アジア部長 

 

注 1．磯谷 隆也氏は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の代表取締役副社長執行役員を継続いたします。 

注 2．佐藤 史朗氏は、2015 年 4 月 1日付けで損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役専務執行役員に 

就任する予定です。 

 

                                                                      以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

 

【２０１５年３月２４日付】 

取締役の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

取締役専務執行役員    高橋 正美    取締役専務執行役員 

東北本部長 

（兼）関西第二本部長 

 

【２０１５年３月２５日付】 

取締役の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

取締役専務執行役員    高橋 正美    取締役専務執行役員 

千葉本部長                 東北本部長 

（兼）東北本部長              （兼）関西第二本部長 

（兼）関西第二本部長 

 

【２０１５年４月１日付】 

１.  代表取締役の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

代表取締役会長       櫻田 謙悟     代表取締役会長会長執行役員 

 

代表取締役副社長執行役員  西澤 敬二     代表取締役専務執行役員 

 

代表取締役専務執行役員    高橋 正美    取締役専務執行役員 

                 千葉本部長 

（兼）東北本部長 

（兼）関西第二本部長 

 

２． 新任取締役候補 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

取締役専務執行役員    佐藤 史朗    常務執行役員 

      南アジア部長（シンガポール） 

  

取締役常務執行役員    田村 康弘    常務執行役員 

      中部本部長 

  

   取締役常務執行役員    伊東 正仁    執行役員 

千葉支店長 

 



３．  取締役および執行役員の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

副社長執行役員      佐野 雅宏    専務執行役員 

九州本部長 

 

専務執行役員       福島 晃     常務執行役員 

東京本部長                 東京本部長 

 

常務執行役員       德岡 宏行    取締役常務執行役員 

中部本部長 

 

常務執行役員       田宮 弘志    取締役常務執行役員 

 

常務執行役員       桑田 憲吾     執行役員 

中国本部長                 中国本部長 

 

常務執行役員       宇都宮 雄介   執行役員 

関東本部長    茨城支店長 

 

常務執行役員       尾﨑 眞二    執行役員 

埼玉本部長    埼玉本部長 

 

常務執行役員       大久 孝一    執行役員 

九州本部長                 北陸本部長 

 

常務執行役員       濱 隆司     執行役員 

甲信越本部長                営業企画部長 

（兼）北陸本部長 

 

常務執行役員       飯豊 聡     損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり生命保険

四国本部長                                  株式会社 取締役常務執行役員 

 

執行役員         松林 宏     執行役員 

関西第二本部長    企業営業第四部長 

 

執行役員         森田 亮     執行役員 

東北本部長    企業営業企画部長 

（兼）神奈川本部副本部長 

 

 

 



執行役員         小嶋 信弘    執行役員 

南アジア部長（シンガポール）   経営企画部 特命部長 

 

４．  執行役員の選任 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

執行役員         角川 信一    理事 

保険金サービス企画部長           保険金サービス企画部長 

 

執行役員         村田 徹     岐阜支店長 

千葉本部長 

 

執行役員         中村 茂樹    人事部長 

人事部長 

 

執行役員         泉 卓哉      個人商品業務部長 

滋賀支店長 

 

執行役員          水口 敦志     企業営業第六部長 

企業営業第六部長 

 

執行役員         千代延 郁男    休職（出向） 

三重支店長                  [そんぽ２４損害保険株式会社] 

 

執行役員          笠井 聡      秘書部長席付 特命部長 

人事部 特命部長               [損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）秘書部長 

 

執行役員          重清 剛      仙台支店長 

地区サポート部長 

 

５． 理事の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

理事           鈴木 弘和    理事 

企画開発部 特命部長            団体組織企画室長 

 

理事           山本 学     理事 

コンプライアンス室長            販売制度室長 

 

 

 



理事           長谷川 完    理事 

休職（出向）                 休職（出向） 

[損保ジャパン日本興亜            [損保ジャパン日本興亜システムズ 

 ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社]             株式会社] 

 

理事           片山 郁夫    理事 

秘書部長                  広報部長席付 特命部長 

（兼）秘書部長席付 特命部長            [損保ジャパン日本興亜 

[損保ジャパン日本興亜            ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社]         （兼）広報部長 

 

理事           塩沢 道夫    理事 

神奈川支店長                名古屋北支店長 

 

理事           川瀬 秀哉    理事 

札幌法人営業部長              札幌支店長 

 

理事           切替 和幸    理事 

栃木支店長                 大阪北支店長 

 

理事           嶋田 浩     理事 

神奈川保険金サービス部長          中国保険金サービス第一部長 

 

理事           大山 敬三    理事 

広島支店長                 横浜支店長 

 

６． 理事の選任 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

理事           中原 志朗    神奈川業務部長 

横浜支店長 

 

理事           得丸 泰孝    北海道保険金サービス部長 

東北保険金サービス部長 

 

理事           手島 俊裕    文書法務部長 

法務部長 

（兼）法務部長席付 特命部長 

[損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

 



理事           山田 治伸    岡山支店長 

岡山支店長 

 

理事           中村 秀     休職（出向） 

休職（出向）        [損保ジャパン日本興亜 

 [株式会社フレッシュハウス]          ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

理事           佐藤 浩     本店自動車営業第二部長 

本店自動車営業第二部長 

 

理事           隅山 正敏    休職（出向） 

休職（出向）        [損保ジャパン日本興亜 

 [損保ジャパン日本興亜             ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

理事           進藤 盛之    自動車開発推進部長 

名古屋自動車開発部長 

 

理事           名古屋 一郎   グループ会社管理部長 

休職（出向） 

 [損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

理事           新井 勉     静岡支店長 

静岡支店長 

 

理事           桜井 淳一    本店企業保険金サービス部長 

本店企業保険金サービス部長 

 

理事           原田 豊     愛媛支店長 

愛媛支店長 

 

７．  その他の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

休職（出向）        小林 治     信越保険金サービス部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 

ｷｬﾘｱﾋﾞｭｰﾛｰ株式会社] 

 

 

 

 



休職（出向）        相馬 真一    信越業務部長 

   [損保ジャパン日本興亜 

ＤＣ証券株式会社] 

 

休職（出向）        古野 真一郎   大阪自動車営業第二部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり 

生命保険株式会社] 

 

休職（出向）       加藤 孝      休職（出向）   

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり         [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり 

生命保険株式会社]               生命保険株式会社] 

＜部長扱い＞                 ＜担当部長扱い＞ 

 

休職（出向）       野沢 真理     医療保険金サービス部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり 

生命保険株式会社] 

 

休職（出向）       仁木 英尋     休職（出向） 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾋﾞｼﾞﾈｽ          [日本財産保険系統（大連）有限公司] 

ｻｰﾋﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       足立 敦      代理店開発室 担当部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社] 

 

休職（出向）       北田 光穂     休職（出向） 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ         [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ 

株式会社]                   株式会社] 

＜部長扱い＞                 ＜担当部長扱い＞ 

 

休職（出向）       中村 尚史     名古屋企業営業部 金融公務室 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ         担当部長兼室長 

株式会社] 

 

休職（出向）       橋本 耕一郎    新潟支店 特命部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜           （兼）新潟自動車営業部 特命部長 

まごころｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ株式会社] 

 

 

 

 



休職（出向）       伊藤 健司     企業商品業務部 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜              リーダー 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社] 

 

休職（出向）       荒金 高志     ＩＴ企画部 特命部長 

   [そんぽ２４損害保険 

株式会社] 

 

   休職（出向）       南部 知男     休職（出向） 

[日本財産保険系統（大連）有限公司]      [損保ジャパン日本興亜システムズ 

株式会社] 

 

 休職（出向）       炭竈 和浩     休職（出向） 

[安田企業投資株式会社]             [損保ジャパン日本興亜ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

株式会社] 

 

地区サポート部     高木 浩      金融営業推進室長 

特命部長 

 

地区サポート部      加世田 務     営業推進室長 

特命部長                （兼）代理店開発室長 

 

地区サポート部    原 精一郎     個人商品業務部 

特命部長                   担当部長 

 

地区サポート部    角田 理      事務企画部 担当部長 

特命部長 

 

業務企画室長       中島 正朝     経営企画部 

リーダー 

 

業務品質部長       髙岸 弘佳     広島自動車営業部長 

 

お客さま相談室長     楠田 豊      信越コンプライアンス部長 

 

調査部長         野間 豊史     調査部長 

（兼）個人商品業務部長 

 

調査部 特命部長     有働 隆登     お客さま相談室長 

 

 



人事部 特命部長     野間 和子     休職（出向） 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり 

生命保険株式会社] 

 

広報部長席付 特命部長 青木 潔      長崎支店長 

 [損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）広報部長  

 

内部監査部長        村木 正大     東京業務部長 

 

内部監査部 特命部長   橋元 勝弥     内部監査部 担当部長 

 

リスク管理部 特命部長 伊豆原 孝     保険数理室長 

                       （兼）リスク管理部 特命部長 

 

リスク管理部長席付 海老崎 美由紀   海外事業企画部長席付 

特命部長             リーダー 

[損保ジャパン日本興亜            [損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社]              ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）リスク管理部（ロンドン）      

シニアフェロー                 

 

保有・再保険部（香港）  中村 耕三     保有・再保険部 

特命部長                   特命部長 

 

営業企画部長       山口 和寿     山口支店長 

 

企画開発部長     山崎 和久     関西第一業務部長 

 

札幌コールセンター室長 岩瀬 明      文書法務部 担当部長 

 

損害調査企画室長     樺澤 良久     東京保険金サービス第二部 

立川保険金サービス第二課長 

 

運用企画部長席付     黒田 泰則     運用企画部長 

特命部長 

[損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）運用企画部長 

 



海外事業企画部長席付 大出 剛      お客さまサービス品質向上部長 

特命部長 

[損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

海外経営管理部長席付 原 伸一      休職（出向） 

特命部長             [安田企業投資株式会社] 

[損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）海外経営管理部長 

 

米州部長席付 特命部長  鶴田 征也     経営企画部 担当部長 

[損保ジャパン日本興亜ｱﾒﾘｶ] 

 

南アジア部（ジャカルタ） 真杉 公二     南アジア部（ジャカルタ） 

特命部長             リーダー 

 

南アジア部        木下 聡      企業営業第五部 第三課長 

マニラ駐在員事務所 

特命部長（首席駐在員） 

 

南アジア部        岡田 圭司     南アジア部 

ヤンゴン駐在員事務所     ヤンゴン駐在員事務所 

特命部長（首席駐在員）     担当部長（首席駐在員） 

     

本店業務部長       大田 徹哉     大阪企業営業第一部 第二課 

              担当部長兼課長 

 

物流開発部長       宮原 泰史     物流開発部 特命部長 

 

物流開発部 特命部長 岡田 潔      南アジア部 

ハノイ駐在員事務所 

特命部長（首席駐在員） 

 

航空宇宙保険部長     木田 浩      米州部長席付 特命部長 

（兼）ブローカー営業室長     [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｱﾒﾘｶ] 

 

医療・福祉開発部長 三條 紀明     富山支店長 

 

企業営業第四部長     境 徹       三重支店長 

 



船舶営業部長     根橋 徹      船舶営業部長 

（兼）西日本船舶営業部長 

 

東京業務部長       米本 裕至     千葉業務部長 

              （兼）千葉保険金サービス部 特命部長 

 

東京コンプライアンス部長 濱中 武      物流開発部長 

 

東京中央支店長     中川 崇生     医療・福祉開発部長 

 

北東京支店長       上野 彰紀     秋田支店長 

 

西東京支店長     村上 康弘     営業企画部 特命部長 

 

神奈川業務部長     秋保 宏之     自動車業務部 

リーダー 

 

神奈川自動車営業部長 高松 浩司     札幌法人営業部長 

 

埼玉業務部長     山下 和郎     北陸コンプライアンス部長 

 

埼玉コンプライアンス部長 前田 均      札幌コールセンター室長 

 

埼玉保険金サービス部長 荒川 和昭     損害調査企画室長 

 

埼玉自動車営業第一部長 石澤 正志     コンプライアンス部 担当部長 

 

埼玉自動車営業第二部長 岡本 晃郎     埼玉自動車営業部 特命部長 

 

埼玉支店長     細山田 誠二    東京中央支店 日本橋第二支社 

担当部長兼支社長 

     

埼玉北支店長     西部 龍郎     名古屋南支店 名古屋中央支社 

担当部長兼支社長 

 

千葉業務部長     渡邉 英司     営業開発部長席付 特命部長 

 

千葉支店長     勝沢 誠      人事部 特命部長 

 

 

 



北海道保険金サービス部長 斎藤 卓      静岡保険金サービス部 担当部長 

 

札幌支店長     柳 三樹      仙台自動車営業部長 

 

東北コンプライアンス部長 近江 恵次     北陸業務部 

担当部長（代理店業務開発部長） 

 

仙台自動車営業部長 大木 雅人     休職（出向） 

[株式会社プライムアシスタンス] 

 

福島自動車営業部長 佐藤 康太郎    千葉自動車営業部 第三課長 

 

秋田支店長     岡田 一郎     調査部 特命部長 

 

仙台支店長     中條 太志     静岡自動車営業部長 

 

茨城支店長     浅桜 理樹     滋賀支店長 

 

群馬自動車営業部長 和田 克幸     自動車産業企画部 

リーダー 

 

群馬支店長     疋田 建一     福岡支店 営業第一課長 

 

静岡自動車営業部長 市川 進一     企業営業第一部 担当部長 

（兼）企業営業第一部 第一課 

担当部長兼課長 

 

静岡法人営業部長     河本 幸治     静岡業務部 特命部長 

 

浜松支店長     山本 謙介     人事部 リーダー 

 

中部保険金サービス 河南 潤治     神奈川保険金サービス部長 

第二部長 

 

名古屋支店長     金子 賢治     北東京支店長 

 

岐阜支店長     金井 徳幸     代理店システム推進室長 

 

三重自動車営業部長 道願 淳一郎    三重支店 特命部長 

 

 



甲信越業務部長     橋口 義人     四国コンプライアンス部長 

 

甲信越コンプライアンス 服部 道太     東京コンプライアンス部長 

部長 

 

甲信越保険金サービス部長 木坂 昌二     本店企業保険金サービス部 

担当部長 

 

新潟支店 特命部長    後藤 正英     金融法人第二部 営業第一課 

担当部長兼課長 

 

北陸コンプライアンス部長 河原 英樹     休職（出向） 

[損保ジャパン日本興亜 

ＤＣ証券株式会社] 

 

北陸保険金サービス部長 矢崎 幹人     企業営業第七部 第一課 

担当部長兼課長 

 

北陸自動車営業部長 水越 真一郎    北陸業務部 特命部長 

 

富山支店長     松永 暢浩     沖縄支店長 

 

関西第一業務部長     中野 育哉     浜松支店長 

 

関西営業サポート室長 日高 宏樹     埼玉業務部長 

 

大阪自動車営業第一部長 荒川 友裕     九州業務部長 

 

大阪自動車営業第二部長 大久保 英明    神奈川自動車営業部長 

 

神戸自動車営業部長 岸 照雄      東東京支店 法人支社 

担当部長兼支社長 

 

大阪企業営業第二部長 鳥井 隆久     航空宇宙保険部長 

（兼）ブローカー営業室長 

 

関西第二業務部長     坂口 康志     人事部 リーダー 

 

京滋自動車営業部長 金子 和久     関西第二業務部 特命部長 

 

 



和歌山支店長     大木 伸正     人材開発室長 

 

中国コンプライアンス部長 木下 昌浩     営業推進室 担当部長 

 

中国保険金サービス    林 祥晃      休職（出向） 

第一部長                   [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 

ｷｬﾘｱﾋﾞｭｰﾛｰ株式会社] 

 

広島自動車営業部長 森山 学      広島自動車営業部 特命部長 

 

山口支店長     中西 貴志     営業企画部 

リーダー 

 

四国コンプライアンス部長 深田 俊一     企業商品業務部 リーダー 

 

九州業務部長     桂 浩晃      企画開発部 担当部長 

 

長崎支店長     司波 卓      ＩＴ推進室長 

 

大分支店長     緒方 啓道     福島自動車営業部長 

 

沖縄支店長     関 直樹      休職（出向） 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ 

株式会社] 

 

８． 取締役および執行役員の退任 

【２０１５年３月２３日付】 

   退任            重田 昇三    常務執行役員 

関西第二本部長 

 

退任                       塚平 尚吾        常務執行役員 

東北本部長 

【２０１５年３月２４日付】 

退任                       佐田 広          常務執行役員 

千葉本部長 

【２０１５年３月２６日付】 

退任                       伊藤 源記        取締役常務執行役員 

 

 

 

 



【２０１５年３月３１日付】 

   退任            山口 裕之    専務執行役員 

※2015年4月1日付で損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社社長に就任予定 

 

   退任            中島 隆太    常務執行役員 

 

 退任            松居 隆     常務執行役員 

信越本部長 

※2015年4月1日付で損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社社長に就任予定 

 

   退任            大森 次也    常務執行役員 

関東本部長 

※2015年4月1日付で損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社会長に就任予定 

 

   退任            遠藤 憲      常務執行役員（休職） 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

代表取締役会長 

※2015年4月1日付で損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社専務に就任予定 

 

   退任            出口 裕康     執行役員 

東京中央支店長 

 

   退任            後藤 昭夫     執行役員 

内部監査部長 

 

   退任            苅和 光      執行役員 

コンプライアンス部長 

※2015年4月1日付で損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜まごころｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ株式会社副社長に就任予定 

 

   退任            永野 寿幸    執行役員 

広島支店長 

※2015年4月1日付でそんぽ２４損害保険株式会社社長に就任予定 

 

   退任            柏原 欣仁    執行役員 

四国本部長 

※2015年4月1日付で損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社常務に就任予定 

 

以 上 

 

 

 


