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２０１８年３月２日

各 位

損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社

代表取締役社長    松 居  隆

組織変更・人事異動について

損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社（代表取締役社長 松居 隆）では、２０１８年

４月１日付けで、次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。
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Ⅰ．組織変更（２０１８年４月１日付け）

２０１８年４月１日付けで以下の組織変更を行います。

（１）本社部門の組織変更

 スリムな要員体制でより高品質かつスピーディーな現場支援を実現できる強い本社組織

を構築します。５部室（うちグループレベル２室）を廃止し、１４部室（うちグループ

レベル２室）に再編します。

 業務品質の向上ならびに販売力の向上にむけて、営業推進体制および人財教育体制の見

直しをはかります。

 第一生命代理店との損保販売に関する提携および業務受託開始にむけて、体制の強化を

はかります。

旧組織 区分 新組織 変更内容等 

業務監査部 変更 内部監査部 組織名変更 

 経営企画部 － 経営企画部  

来店事業推進室 － 来店事業推進室  

（リスク管理室） － （リスク管理室）  

人財開発本部 廃止

人財開発部 変更 業務推進部 組織名変更、一部業務を人事部へ移管 

経営管理部 － 経営管理部  

人事部 変更 人事総務部 組織名変更、総務部と統合 

法務・ 

コンプライアンス部 
－ 

 法務・ 

コンプライアンス部 

（募集管理室） － （募集管理室）  

ＩＴ企画部 廃止 ビジネスプロセスサポート部へ統合 

総務部 廃止 人事総務部へ統合 

営業推進部 変更  営業統括部 組織名変更、ＩＤ推進部と統合 

 戦略プロジェクト室 変更   マーケット開拓室 組織名変更 

 （生保推進室） 廃止 営業統括部へ統合 

営業サポート部 変更
ビジネスプロセス

サポート部

組織名変更、ＩＴ企画部と統合、一部

業務を営業統括部へ移管 

（事務サポート室） 廃止 営業統括部へ統合 

 新設 第一生命提携推進本部

 新設 第一生命提携推進部

 ＩＤ推進部 廃止 営業統括部へ統合 

ＵＤ推進本部 － ＵＤ推進本部

 ＵＤ推進部 －  ＵＤ推進部

※（ ）はグループレベルの組織
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（２）営業部門の組織変更

営業部門の体制強化ならびに営業効率、店舗効率の改善をはかるため、以下のとおり営業

部支店の統廃合を行います。

旧組織 区分 新組織 変更内容等 

西東京支店 － 西東京支店 河辺支店と統合

河辺支店 廃止 西東京支店へ統合

武蔵野支店 変更  北東京支店 朝霞支店と統合、組織名変更

朝霞支店 廃止 武蔵野支店へ統合

南東京支店 － 南東京支店 東京中央支店と統合

東京中央支店 廃止 南東京支店へ統合

京葉支店 － 京葉支店 部内室を廃止・統合 

京葉支店営業店業務室 廃止 

京葉支店代理店事業室 廃止 京葉支店へ統合

平野井静内支店 廃止 4/2 付で廃止 

名古屋支店 －  名古屋支店 部内室を廃止・統合 

名古屋支店営業店業務室 廃止 

名古屋支店代理店事業室 廃止 名古屋支店へ統合

山口支店 廃止 

宇和島支店 廃止 

四万十支店 変更 （四万十オフィス） 
グループレベルのオフィスに変更 

（母店は高知支店） 

Ⅱ．人事異動

【２０１８年４月１日付け】

１．執行役員の異動

（新 役 職）      （氏 名）      （現 役 職）

取締役常務執行役員    馬場 信明      取締役常務執行役員

ＵＤ推進本部長 

法人営業本部長

   常務執行役員       土居 伸行      常務執行役員

埼玉本部長                   中国本部長

千葉本部長                   四国本部長
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常務執行役員       中村 尚史      常務執行役員

東京本部長                   神奈川本部長

静岡本部長                   静岡本部長

常務執行役員       遠藤 喜一郎     常務執行役員

東北本部長                   関東本部長

常務執行役員       田澤 好彦      常務執行役員

神奈川本部長                  東京本部長

常務執行役員       八木 英雄      常務執行役員

中部本部長                   埼玉本部長

千葉本部長

執行役員         大竹 勝弘      執行役員

茨城支店 支店長                仙台第一支店 支店長

執行役員         今井 留介      執行役員

仙台第一支店 支店長              大宮支店 支店長

２．執行役員の選任

（新 役 職）      （氏 名）      （現 役 職）

取締役常務執行役員※   石坂 覚      ［損保ジャパン日本興亜］理事

コンプライアンス部 部長

取締役常務執行役員※   岡田 一郎     ［損保ジャパン日本興亜］

第一生命提携推進本部長             秋田支店 支店長

ＵＤ推進本部長

法人営業本部長

取締役常務執行役員※   山中 隆志      人事部 部長

（兼）経営企画部 特別補佐役 

   常務執行役員       村本 正大     ［損保ジャパン日本興亜］

   北海道本部長                  愛知東支店 支店長

関東本部長
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常務執行役員       疋田 建一     ［損保ジャパン日本興亜］

中国本部長                   群馬支店 支店長

四国本部長

   執行役員         土田 善丈      経営企画部 部長

経営企画部 部長

執行役員         本田 正治      岡山支店 支店長

岡山支店 支店長

常勤顧問         桑重 柳三     ［損保ジャパン日本興亜

ひまわり生命］常務執行役員

首都圏開発営業部長

※３月末開催の臨時株主総会で取締役就任予定

３．その他の異動（部支店長クラス）

（新 役 職）      （氏 名）      （現 役 職）

ＵＤ推進本部 副本部長  山口 直人      ＵＤ推進本部 副本部長

（兼）法人営業本部 副本部長          （兼）法人営業本部 副本部長

（兼）ＵＤ推進部 部長             （兼）東京本部 副本部長

（兼）ＵＤ推進部 部長

参与           鈴木 直行      人財開発本部 副本部長

業務推進部 部長             （兼）人財開発部 部長

内部監査部 部長     小豆沢 淳      四国本部（高松駐在）

 特別補佐役

内部監査部 特別補佐役  児玉 研一郎     茨城支店 支店長

業務推進部 特別補佐役  河内 秀行      ＩＤ推進部 部長

（兼）営業統括部 特別補佐役 

業務推進部 特別補佐役  鈴木 正昭      武蔵野支店 支店長

（兼）営業統括部 特別補佐役 

業務推進部 特別補佐役  松山 修二      町田支店 支店長
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業務推進部 特別補佐役  近江 泰       人財開発部 特別補佐役

（兼）営業サポート部 特別補佐役 

業務推進部 特別補佐役  青木 孝徳      営業推進部 特別補佐役 

（兼）生保推進室 室長

経営管理部 部長     丸山 直俊     ［損保ジャパン日本興亜］

（兼）来店事業推進室 室長              カスタマーコミュニケーション

（兼）経営企画部 特別補佐役             企画部 グループリーダー

経営管理部 特別補佐役  長谷川 哲     ［損保ジャパン日本興亜］

                        リスク管理部 リーダー

 ＳＯＭＰＯホールディングス(株) 

   人事総務部 部長     清水 真澄      人事部 特別補佐役 

（兼）経営企画部 特別補佐役          （兼）経営企画部 特別補佐役 

人事総務部 特別補佐役  工藤 伸子      総務部 部長

人事総務部 特別補佐役  小瀬戸 剛     ［損保ジャパン日本興亜］

（兼）経営企画部 特別補佐役             休職（出向）損保ジャパン日本興亜

                           ひまわり生命保険(株) リーダー

営業統括部 部長     日高 正昭      ＩＤ推進部 特別補佐役

（兼）営業推進部 特別補佐役 

マーケット開拓室 室長  小林 洋八      宮崎支店 支店長

ビジネスプロセス     須田 章      ［損保ジャパン日本興亜］

サポート部 部長                富山支店 リーダー

第一生命提携推進部 部長 小田 博昭      営業推進部 特別補佐役 

（兼）営業統括部 特別補佐役

第一生命提携推進部    中尾 哲也     ［損保ジャパン日本興亜］

特別補佐役                   名古屋企業営業部 第一課

                        特命課長

団体職域部 特別補佐役  長原 寛明      秋田支店 支店長
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新宿支店 支店長   深谷 智之      埼玉西支店 支店長

西東京支店 特別補佐役  相原 睦人      熊本支店 支店長

南東京支店 支店長    吉田 智彦      千葉支店 支店長

北東京支店 支店長    黒田 祥博      島根支店 支店長

横浜支店 支店長     山田 克巳      浜松支店 支店長

神奈川支店 支店長    岡本 敦史      [損保ジャパン日本興亜］
札幌支店 札幌北支社 支社長

町田支店 支店長   神矢 直樹      町田支店 副支店長

大宮支店 支店長     川本 幸洋      大宮支店 課長

埼玉西支店 支店長    太田 大作      名古屋支店 支店長

（兼）名古屋支店 営業店業務室 室長

千葉支店 支店長     佐橋 一成      新宿支店 支店長

京葉支店 支店長   汲田 啓一      京葉支店 代理店事業室 室長

京葉支店 特別補佐役   佐伯 憲彦     ［損保ジャパン日本興亜］

                        横浜自動車営業部 第一課 課長

   函館支店 支店長     長谷川 一夫     栃木支店 支店長

秋田支店 支店長     柞山 覚      ［損保ジャパン日本興亜］

福島支店 会津支社

リーダー（支社長）

仙台第二支店 支店長   金澤 裕次郎     名古屋支店 代理店事業室 室長

栃木支店 支店長     木村 詠希     ［損保ジャパン日本興亜］

山梨支店 法人支社 支社長

東静岡支店 支店長    渡邉 由紀枝     東静岡支店 課長
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浜松支店 支店長     長坂 知生      大分支店 支店長

名古屋支店 支店長    服部 正憲      横浜支店 支店長

名古屋支店 特別補佐役  志村 剛       函館支店 支店長

岐阜支店 支店長     杉原 恒久      滋賀支店 支店長

三重支店 支店長     林 克彦       神戸支店 副支店長

大阪支店 支店長     福谷 浩明      営業推進部 部長

大阪支店 特別補佐役   小髙 洋紀      河辺支店 支店長

滋賀支店 支店長     岡田 正浩     ［損保ジャパン日本興亜］

久留米支店 大川支社 支社長

島根支店 支店長     柴田 裕弘     ［損保ジャパン日本興亜］

広島支店 呉支社 支社長

北九州支店 支店長    佐藤 尚宏      岐阜支店 支店長

熊本支店 支店長     田宮 徹也      北九州支店 支店長

大分支店 支店長     白木 公二郎     神奈川支店 支店長

宮崎支店 支店長     寺西 哲章      南東京支店 支店長

鹿児島支店 支店長    山本 直毅     ［損保ジャパン日本興亜］

大阪南支店 堺支社 支社長

沖縄支店 支店長     才力 寿治      和歌山支店 副支店長
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【２０１８年３月３１日付け】

執行役員の退任

退任           平良 直人      取締役専務執行役員

退任           水野 洋一      取締役常務執行役員

退任           寺田 隆宏      常務執行役員

退任           増位 貞孝      常務執行役員

退任           川地 邦夫      執行役員

※水野洋一氏は、損保ジャパン日本興亜(株)からセゾン自動車火災保険（株）へ出向します。
 寺田隆宏氏は、損保ジャパン日本興亜に復職し、関西第二業務部 担当部長に就任します。

増位貞孝氏は、損保ジャパン日本興亜に復職し、九州業務部 担当部長に就任します。

川地邦夫氏は、損保ジャパン日本興亜に復職し、埼玉業務部長兼千葉業務部長に就任します。

以上


