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2013年３月８日 

 

 

各 位 

会 社 名 ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

代表者名 取締役社長  櫻 田 謙 悟 

（コード番号 ８６３０ 東証・大証） 

会 社 名 株式会社損害保険ジャパン 

代表者名 取締役社長  櫻 田 謙 悟 

会 社 名 日本興亜損害保険株式会社 

代表者名 取締役社長  二 宮 雅 也 

 

 

損保ジャパン・日本興亜損保の合併期日の決定 

および合併前の一体化運営（実質合併）スタートについて 

 

 

 ＮＫＳＪホールディングス株式会社（以下「ＮＫＳＪホールディングス」）、株式会社損

害保険ジャパン（以下「損保ジャパン」）および日本興亜損害保険株式会社（以下「日本興

亜損保」）の３社は、2012 年３月 23 日付「損保ジャパンと日本興亜損保の合併に関する基

本合意について」において、損保ジャパンと日本興亜損保（以下あわせて「損保２社」）が

2014年度上半期に合併する旨を公表しておりますが、このたび、合併日を 2014年９月１日

と決定しましたのでお知らせいたします。 

この合併に先立ち、2013 年４月１日より、損保２社では役職員の相互兼務等による一体

化運営（「実質合併」体制）をスタートさせ、シナジーの早期発揮、経営効率の一層の改善

を図ります。また、ＮＫＳＪホールディングスを中心に、グループ経営体制の強化に向け

てガバナンスを一元化し、グループ一体運営を実施していきます。 

あわせて、上記方針に沿った組織変更および人事異動（2013 年４月１日付）を３社で行

いますので、お知らせいたします。 
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１．損保２社の合併期日の決定 

３社は、損保ジャパンと日本興亜損保を 2014 年度上半期に合併する予定で検討を進め

てまいりましたが、システム統合などの検証を重ねた結果、今般、合併日を 2014年９月

１日と定めました。損保２社では、この合併期日に向けて万全の対応を行うべく、準備

を加速してまいります。 

なお、2012 年 11 月 19 日に公表しましたＮＫＳＪグループ経営計画には、変更はあり

ません。 

※損保２社の合併は、関係当局の認可等を前提としています。 

 

２．損保２社合併前の一体化運営（実質合併） 

2012 年 11 月 19 日付「ＮＫＳＪグループ経営計画の見直しに関するお知らせ」で公表

しておりますとおり、損保２社は合併を待たずに 2013 年４月より一体化運営を開始し、

効率化を進めてまいります。 

 

（１）目的 

損保２社においては、2012 年度から共同本社体制や営業・保険金サービス拠点の同

居による業務の共通化・効率化を進めてまいりました。2013年４月からは、2014年９

月の合併に向け、さらに一段と損保２社の一体化を推し進め、意思決定のスピードを

高めるとともに、早期に合併同等のシナジー（人件費・物件費の削減効果）を発揮し、

スムーズに合併新会社に移行することを目的とした運営体制をスタートさせます。 

 

（２）2013年４月１日からの为な実施事項 

① 役員体制 

◇損保２社の役員（本社担当役員および地区本部長）は、相互に兼務することとし、

損保２社の同一部門を一人の役員が担当します。この経営体制一本化により、経

営の意思決定スピードを高めます。 

 ※一部、関係当局の認可等を前提としています。 

◇損保２社の経営会議、委員会等の各種役員会議を一体運営とし、経営の意思決定

スピードを上げるとともに、効率化を図ります。 

 

② 本社部門 

◇損保２社の組織を一致させ、各部門を同居させます。 

◇部室長を一本化し、社員全員が損保２社を兼務することにより、本社業務を一体

運営します。 

◇上記により、損保２社の本社は実質的に１つの本社となり（共同本社体制）、効率

的な業務運営を実現します。 

 

③ 営業部門・保険金サービス部門 

◇損保２社の組織を部・支店レベルで一致させ、拠点同居を進めます（2013 年度上

半期中に完了予定）。 

◇部支店長の一本化を進めます（原則 2013年 10月に完了予定）。 

◇社員全員が損保２社を原則兼務し、施策を共通化することにより、お客さまにご

提供するサービス品質の向上と業務効率化を両立する業務運営体制を構築します。 
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（３）一体化運営（実質合併）時の保険引受業務など 

上記のとおり、損保２社は一体化運営を開始し、社内的な業務の共通化・効率化を

進めてまいりますが、損保ジャパンと日本興亜損保は、従来と変わることなくそれぞ

れの会社が保険契約を引き受け、事故の際にもそれぞれの会社がご対応させていただ

きます。なお、それぞれの会社が保有する個人情報等は区分して管理するなどの適切

な措置を講じたうえで、業務運営していきます。 

 

３．グループ経営体制の強化 

2012年 11月 19 日付「ＮＫＳＪグループ経営計画の見直しに関するお知らせ」のとお

り、今後の持続的成長に向けて、ＮＫＳＪホールディングスにおいてガバナンスの一元

化および戦略部門の新設を行うことにより、グループ経営体制を強化していきます。 

 

（１）グループガバナンスの一元化 

海外保険事業と金融サービス事業等に対する事業別の戦略の立案や経営資源の配分

等を含むグループ経営管理機能を、損保２社からＮＫＳＪホールディングスに移管し

ます（海外保険事業は 2013年４月から段階的に実施。金融サービス事業等は 2013年

４月に実施。）。 

また、グループ経営体制の強化に向けて、ＮＫＳＪホールディングスは、損保２社

のリスク管理や事業会社の人材配置・人材育成への関与度を高めます。 

上記に伴い、ＮＫＳＪホールディングスの一部の執行役員が損保２社を兼務する体

制とし、グループガバナンスの一元化を図っていきます。 

 

（２）グループ戦略部門の新設（新規事業投資の検討体制） 

 グループの国内新規事業および海外Ｍ＆Ａの検討部門をＮＫＳＪホールディングス

に設置し、事業拡大に向けた検討を担う戦略的機能を強化します（国内新規事業検討

の所管部署である新事業開発部を 2012年 10月に設置済。海外Ｍ＆Ａ検討を所管する

海外事業企画部を 2013年４月に新設。）。 

 

４．組織変更・人事異動 

上記２・３の方針に沿って、2013年４月１日付で組織変更と人事異動を実施します。 

詳細は別紙をご覧下さい。 

 

別紙１ ＮＫＳＪホールディングス・ 

損保ジャパン・日本興亜損保（本社担当・地区本部）執行役員体制 ｐ４ 

別紙２ ＮＫＳＪホールディングス組織変更・人事異動           ｐ８ 

別紙３ 損保ジャパン・日本興亜損保 組織変更               ｐ11 

別紙４ 損保ジャパン 人事異動                      ｐ12 

別紙５ 日本興亜損保 人事異動                      ｐ25 
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別紙１ 

ＮＫＳＪホールディングス・ 

損保ジャパン・日本興亜損保（本社担当・地区本部） 

執行役員体制（２０１３年４月１日付） 

 

Ⅰ．ＮＫＳＪホールディングスの執行役員体制 

 

役員名 役位 兼務状況 担当 

損保ジャパン 日本興亜損保 

二宮 雅也 代表取締役会長 

会長執行役員 

 代表取締役社長 

社長執行役員 

 

櫻田 謙悟 代表取締役社長 

社長執行役員 

代表取締役社長 

社長執行役員 

  

辻  伸治 取締役 

専務執行役員 

  経営企画部、新事業
開発部、経理部、コ
ンプライアンス部、
内部監査部（共管）、
［顧客情報統括管
理責任者］、[統合管
理統括] 

高田 俊之 取締役 

常務執行役員 

  経営管理部、人事総
務部、法務部、内部
監査部（共管）、［統
合管理統括補佐］ 

山口 雄一 取締役 

執行役員 

 

副社長執行役員 

代表取締役 

副社長執行役員 

社長補佐 

西澤 敬二 取締役 

執行役員 

取締役 

専務執行役員 

 

専務執行役員 

社長補佐 

江原 茂  執行役員 取締役 

常務執行役員 

 

常務執行役員 

海外事業企画部 

德岡 宏行 執行役員 取締役 

常務執行役員 

 

常務執行役員 

ビ ジ ネ ス プ ロ セ
ス・システム改革担
当 

竹本 尚一朗 執行役員 取締役 

執行役員 

 

執行役員 

リスク管理部 

※ 兼務については、関係当局の認可等を前提としています。 
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Ⅱ．損保ジャパン・日本興亜損保 

 

＜２０１３年４月１日における本社担当執行役員体制＞ 

役員名 
役位 

担当 
損保ジャパン 日本興亜損保 

櫻田 謙悟  
代表取締役社長 

社長執行役員 
  

二宮 雅也  
代表取締役社長 

社長執行役員 
 

山口 雄一 副社長執行役員 
代表取締役 

副社長執行役員 

社長補佐、調査部、内部監
査部、コンプライアンス部、
販売制度室、(地区)コンプ
ライアンス部 

髙橋 薫 
代表取締役 

副社長執行役員 
副社長執行役員 

社長補佐、営業企画部、営
業推進室、金融営業推進室、
代理店開発室、マーケティ
ング部、佐賀コールセンタ
ー室、札幌コールセンター
室、秋田コールセンター室 

山口 裕之 専務執行役員 専務執行役員 
米州部、欧州部 
（損保ジャパンアメリカ取
締役会長） 

磯谷 隆也 専務執行役員 
取締役 

専務執行役員 

秘書部、人事部、人材開発
室、広報部、ＣＳＲ部、総
務部 

堀 政良 
取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 

自動車業務部、個人商品業
務部、特約火災保険部、企
業商品業務部、海上保険室、
保有・再保険部、企画開発
部、団体組織企画部 

西澤 敬二 
取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 

経営企画部、統合推進部、
ビジネスプロセス革新部、
お客さまサービス品質向上
部、お客さま相談室、調査
部副担当、文書法務部、グ
ループ会社管理部、経理部、
会計統括部 

牛込 達彦 常務執行役員 常務執行役員 特命担当 

竹林 久 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

保険金サービス企画部、損
害調査企画室、本店企業保
険金サービス部、海上保険
金サービス室、２４時間お
客さま事故サポート部、大
阪サポート室、本店自動車
保険金サービス部、火災新
種専門保険金サービス部、
医療保険金サービス部 

東條 宏史 常務執行役員 常務執行役員 

営業企画部副担当、営業推
進室副担当、金融営業推進
室副担当、代理店開発室副
担当 

佐藤 史朗  常務執行役員 常務執行役員 自動車産業企画部 
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役員名 
役位 

担当 
損保ジャパン 日本興亜損保 

花澤 敏行 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 本店業務部 

江原 茂 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

運用企画部、投融資部、海
外事業企画部 

德岡 宏行 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

事務企画部、代理店システ
ム推進室、ＩＴ企画部 

竹本 尚一朗 
取締役 

執行役員 
執行役員 リスク管理部、保険数理室  

中村 恵司 執行役員 執行役員 

アジア部（損保ジャパン中
国取締役会長、損保ジャパ
ンアジアホールディングス
取締役社長） 

伊藤 和之 執行役員 
取締役 

執行役員 

お客さまサービス品質向上
部長 

苅和 光 執行役員 
取締役 

執行役員 

保険金サービス企画部副担
当、損害調査企画室副担当 
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＜２０１３年４月１日における地区本部体制＞ 

本部名 
役位 

本部長名 
損保ジャパン 日本興亜損保 

本店営業 

専務執行役員 専務執行役員 三瓶 博二 

常務執行役員 常務執行役員 中島 隆太 

常務執行役員 常務執行役員 東條 宏史 

常務執行役員 常務執行役員 佐藤 史朗 

常務執行役員 常務執行役員 塙 昌樹 

取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 花澤 敏行 

北海道本部 執行役員 執行役員 田宮 弘志 

東北本部 常務執行役員 常務執行役員 原田 肇 

関東本部 常務執行役員 常務執行役員 大森 次也 

千葉本部 常務執行役員 常務執行役員 佐田 広 

埼玉本部 常務執行役員 常務執行役員 福島 晃 

東京本部 
代表取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 荒井 啓隆 

神奈川本部 常務執行役員 常務執行役員 田村 康弘 

信越本部 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 松居  隆 

静岡本部 常務執行役員 常務執行役員 楠美 信泰 

中部本部 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 角 秀洋 

北陸本部 常務執行役員 常務執行役員 川添 久彰 

関西第一本部 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 高橋 正美 

関西第二本部 常務執行役員 常務執行役員 伊藤 源記 

中国本部 常務執行役員 常務執行役員 渡邊 貞弘 

四国本部 常務執行役員 常務執行役員 北  修一 

九州本部 専務執行役員 専務執行役員 佐野 雅宏 

 ※一部、関係当局の認可等を前提としています。 

 

 

以 上



8 

 

別紙２ 

ＮＫＳＪホールディングス 

組織変更・人事異動（２０１３年４月１日付） 

 

Ⅰ．組織変更 

      2013年４月１日付ＮＫＳＪホールディングスの組織は、下表のとおりです。 

 部室名 
変更事項 備考 

2012年4月 2013年4月 

経営企画部 
経営企画部

（注） 
－ － 

経営管理部 

経営管理部 

機能拡大 
事業収益の拡大に向けて、損保２社から国内

事業会社の経営管理・支援機能を移管。 

システム統括

部 
統合 

グループ経営効率の向上に向けて、システム

統括部の機能を経営管理部へ統合。 

－ 
海外事業企画

部（注） 

新設 
グループ
一元化 

海外Ｍ＆Ａを迅速に実行するために、検討機

能を損保２社から移管。海外グループ会社の

経営管理機能を損保２社と一元化。 

－ 新事業開発部 
新設

（12.10） 

新事業開発を迅速に実行するために、新規事

業投資に関する検討体制を新設。 

人事総務部 人事総務部 機能拡大 
グループの戦略的人事の実現に向けて、事業

会社の人材配置・人材育成への関与を拡大。 

経理部 経理部（注） － － 

法務部 法務部（注） － － 

コンプライア

ンス部 

コンプライア

ンス部 
－ － 

リスク管理部 
リスク管理部

（注） 

グループ
一元化 

グループリスク管理態勢の強化に向けて、統

合リスク管理機能を損保２社等と一元化。 

内部監査部 内部監査部 － － 

監査役室 監査役室 － － 

   （注）ＮＫＳＪホールディングス・損保ジャパン・日本興亜損保３社の同部門の 

部長を兼務。 
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Ⅱ．人事異動 

 

【２０１３年４月１日付】       

１．執行役員の選任 

（新 役 職）       （氏 名）     （現 役 職） 

    執行役員          江原 茂      株式会社損害保険ジャパン 

                           執行役員企業商品業務部長 

 

   執行役員          德岡 宏行     株式会社損害保険ジャパン 

                           執行役員ＩＴ企画部長 

 

   執行役員          竹本 尚一朗    株式会社損害保険ジャパン 

                           取締役執行役員 

リスク管理部長 

 

 注１．江原 茂氏、德岡 宏行氏は、2013 年 4 月 1 日付で株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行

役員および日本興亜損害保険株式会社常務執行役員に就任する予定であります。 

なお、両氏とも常勤で兼職するための関係当局の認可を前提としています。 

 注２．竹本 尚一朗氏は、2013年 4月 1日付で株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員および 

日本興亜損害保険株式会社執行役員に就任する予定であります。 

なお、常勤で兼職するための関係当局の認可を前提としています。 

 

２．その他の異動 

  （新 役 職）       （氏 名）     （現 役 職） 

 経営企画部長        小嶋 信弘     株式会社損害保険ジャパン 

経営企画部長 

 

   経営企画部         饗庭 理理     株式会社損害保険ジャパン 

   特命部長                                     自動車開発第一部営業第一課長 

                                

   経営管理部長        味木 俊衛     株式会社損害保険ジャパン 

                           財務企画部長 

 

   海外事業企画部長      水口 敦志     株式会社損害保険ジャパン 

                           海外事業企画部長 

                        （兼）欧州部長 

                        （兼）日本興亜損害保険株式会社 

                           海外事業企画部長 

 

   新事業開発部長       中村 秀      株式会社損害保険ジャパン 

                           関西第一業務部長 
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   リスク管理部長       細井 寿人     株式会社損害保険ジャパン 

                           経理部長 

 

 リスク管理部        荒川 宏      日本興亜損害保険株式会社 

   特命部長                     経理部国際会計統括部長 

 

 内部監査部長        藤崎 基      リスク管理部長 

 

   監査役室長         宮原 宏和     日本興亜損害保険株式会社 

                           会計統括部長     

 

注１．小嶋 信弘氏は、株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社の経営企画部長を 

兼任いたします。 

 注２．水口 敦志氏は、株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社の海外事業企画部長を 

兼任いたします。 

 注３．細井 寿人氏は、株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社のリスク管理部長を 

兼任するとともに、株式会社損害保険ジャパン経理部特命部長を兼任いたします。  

 

 

【２０１３年３月３１日付】 

１．執行役員の退任 

             （氏 名）       （現 役 職） 

退任            西脇 芳和       執行役員 

経営管理部長 

※2013年 4月 1日付でＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員就任予定 

 

 

                                      以 上 
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別紙３ 

 

損保ジャパン・日本興亜損保 

組織変更（２０１３年４月１日付） 

 
■本店       

コーポレート 

部門 

監査役室   保険金 

サービス部門 

保険金サービス企画部  

経営企画部   損害調査企画室  

統合推進部      

ビジネスプロセス革新部 （注１）  事務 

システム 

部門 

事務企画部  

お客さまサービス品質向上部   代理店システム推進室  

お客さま相談室   ＩＴ企画部  

調査部      

文書法務部 （注３）  
資産運用部門 

運用企画部  

グループ会社管理部   投融資部  

秘書部 （注３）     

人事部   

海外事業部門 

海外事業企画部  

人材開発室 （注３）  米州部  

広報部   アジア部  

ＣＳＲ部 （注１）  欧州部  

総務部      

経理部   

本店営業 

部門 

物流開発部 （注５） 

会計統括部   航空宇宙保険部 （注４） 

    ブローカー営業室 （注４） 

牽制・ 

リスク管理 

部門 

内部監査部   医療・福祉開発部 （注４） 

コンプライアンス部   本店営業部（損保ジャパン１６部・日本興亜損保６部） 

販売制度室 （注３）     

地区コンプライアンス部（各地区に１７部を設置）  

本店保険金 

サービス部門 

本店企業保険金サービス部  

リスク管理部   海上保険金サービス室 （注２） 

保険数理室 （注２）  ２４時間お客さま事故サポート部  

    大阪サポート室 （注４） 

商品開発・ 

管理部門 

自動車業務部 （注３）  本店自動車保険金サービス部  

個人商品業務部   火災新種専門保険金サービス部  

特約火災保険部 （注４）  医療保険金サービス部 （注３） 

企業商品業務部      

海上保険室   ■地区本部（両社の部店数は各々以下のとおり）  

保有・再保険部   北海道本部   ７部店  

    東北本部  １０部店  

営業企画・ 

推進部門 

営業企画部   関東本部  １１部店  

営業推進室   千葉本部   ５部店  

金融営業推進室 （注１）  埼玉本部   ５部店  

代理店開発室 （注２）  東京本部  損保ジャパン１３部店・日本興亜損保１１部店 

マーケティング部   神奈川本部   ７部店  

佐賀コールセンター室   信越本部   ６部店  

札幌コールセンター室   静岡本部   ５部店  

秋田コールセンター室   中部本部  １３部店  

本店業務部 （注３）  北陸本部   ５部店  

企画開発部 （注４）  関西第一本部  １６部店  

団体組織企画部 （注４）  関西第二本部  損保ジャパン７部店・日本興亜損保６部店 

自動車産業企画部 （注３）  中国本部   ８部店  

（注１）損保ジャパン・日本興亜損保ともに新設   四国本部   ６部店  

（注２）損保ジャパンでは新設   九州本部  １６部店  

（注３）日本興亜損保では新設      

（注４）損保ジャパンのみ設置      

（注５）日本興亜損保のみ設置      

 

 

組織数         

  ２０１２年度  ２０１３年度  ２０１４年度 

  損保ジャパン 日本興亜損保  損保ジャパン 日本興亜損保  合併新会社 

本社部門 部室  63 51   68  65   68 

営業部門 部支店 112 64  117 102  120 

保険金ｻｰﾋﾞｽ部門 部  29 15   32  31   32 
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別紙４ 

損保ジャパン 

人事異動（２０１３年４月１日付） 

 

【２０１３年４月１日付】 

  １．取締役および執行役員の異動  

  （新 役 職）      （氏 名）     （現 役 職） 

   代表取締役        荒井 啓隆     代表取締役 

   専務執行役員                 専務執行役員 

   東京本部長            関東本部長 

 

   専務執行役員       山口 裕之     常務執行役員 

   米州部長                   米州部長 

 

   取締役専務執行役員    堀 政良      取締役常務執行役員 

 

   取締役専務執行役員    西澤 敬二     取締役常務執行役員 

 

   専務執行役員       佐野 雅宏     取締役常務執行役員 

   九州本部長                  東北本部長 

 

   取締役常務執行役員    角 秀洋      取締役常務執行役員 

   中部本部長                  静岡本部長 

                       （兼）中部本部長 

 

   常務執行役員       北 修一      常務執行役員 

   四国本部長                  四国本部長 

                       （兼）四国業務部長 

 

   常務執行役員       福島 晃      常務執行役員 

   埼玉本部長                  埼玉本部長 

（兼）千葉本部副本部長            （兼）千葉本部長 

 

   取締役常務執行役員    松居 隆      取締役常務執行役員 

   信越本部長 

 

   常務執行役員       川添 久彰     執行役員 

   北陸本部長                  企業営業第三部長 

 

   取締役常務執行役員    江原 茂      執行役員 

                          企業商品業務部長 

 

   常務執行役員       楠美 信泰     執行役員                    

   静岡本部長                  鹿児島支店長 
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   取締役常務執行役員    德岡 宏行      執行役員 

                           ＩＴ企画部長 

 

   執行役員         豊島 達哉      執行役員 

   東京中央支店長                 東京中央支店長 

（兼）单東京支店長 

 

   取締役執行役員      竹本 尚一朗     取締役執行役員 

                           リスク管理部長 

 

   執行役員         坂本 淳一      執行役員 

   関東本部副本部長                茨城支店長 

（兼）茨城支店長 

（兼）茨城单支店長 

 

   執行役員         柴田 一眞      執行役員 

   東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長             東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長 

（兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

      執行役員                  米川 孝              執行役員 

   企業商品業務部長              金融法人部長 

 

                                                        

２．執行役員の選任 

（新 役 職）      （氏 名）      （現 役 職） 

執行役員         桑田 憲吾      企画開発部長 

企画開発部長 

 

執行役員         尾崎 真二      企業営業第一部長 

企業営業第一部長 

 

執行役員         大久 孝一      東東京支店長 

東東京支店長 

 

執行役員         浜 隆司       自動車業務部長 

営業企画部長 

 

執行役員         飯豊 聡       営業企画部長 

ＩＴ企画部長 

 

執行役員         陶山 さなえ     理事  

２４時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部長          お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部長 
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※経営体制一本化により、日本興亜損害保険株式会社からの相互兼務に伴う当社執行役員 

選任は以下のとおり 

 

（新 役 職）      （氏 名）     （現 役 職） 

   副社長執行役員      山口 雄一     日本興亜損害保険株式会社 

                          代表取締役 

                          副社長執行役員 

 

専務執行役員       三瓶 博二     日本興亜損害保険株式会社 

                          常務執行役員 

 

専務執行役員       磯谷 隆也     日本興亜損害保険株式会社 

                          取締役常務執行役員 

 

常務執行役員       佐々木 修     日本興亜損害保険株式会社 

東京本部副本部長              常務執行役員 

（兼）神奈川本部副本部長             自動車営業本部長 

 

常務執行役員       牛込 達彦     日本興亜損害保険株式会社 

                          常務執行役員 

 

常務執行役員       原田 肇      日本興亜損害保険株式会社 

東北本部長                 常務執行役員 

                          東北本部長 

 

常務執行役員       花崎 和彦     日本興亜損害保険株式会社 

関西第一本部副本部長            常務執行役員 

                          関西本部長 

                       （兼）中国四国本部長 

 

常務執行役員       東條 宏史     日本興亜損害保険株式会社 

                          常務執行役員 

                          営業推進部長 

 

常務執行役員       重田 昇三     日本興亜損害保険株式会社 

中部本部副本部長              執行役員 

                          関越本部長 

 

常務執行役員       大森 次也     日本興亜損害保険株式会社 

関東本部長                 執行役員 

                          水戸支店長 
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常務執行役員       佐田 広      日本興亜損害保険株式会社 

千葉本部長                 執行役員 

                          千葉支店長 

 

常務執行役員       伊藤 源記     日本興亜損害保険株式会社 

関西第二本部長               執行役員 

                          首都圏本部長 

 

常務執行役員       遠藤 憲      日本興亜損害保険株式会社 

                          執行役員（休職） 

                          NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

                          代表取締役社長 

 

執行役員         伊藤 和之     日本興亜損害保険株式会社 

お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部長           執行役員 

 

執行役員         塚平 尚吾     日本興亜損害保険株式会社 

九州本部副本部長              執行役員 

                          九州本部長 

 

執行役員         田宮 弘志     日本興亜損害保険株式会社 

北海道本部長                執行役員 

                          北海道本部長 

 

執行役員         苅和 光      日本興亜損害保険株式会社 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部長           執行役員 

                          損害ｻｰﾋﾞｽ業務部長 

                       （兼）損害ｻｰﾋﾞｽ業務部ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ室長 

 

執行役員         三輪 隆司     日本興亜損害保険株式会社 

総務部長                 執行役員 

                          総務部長 

 

執行役員         永野 寿幸     日本興亜損害保険株式会社 

   広島自動車営業部               理事 

   特命部長                   代理店開発部長 

（兼）広島支店 特命部長 

 

執行役員         宇都宮 雄介    日本興亜損害保険株式会社 

   茨城支店 特命部長              本店営業第五部長 

（兼）茨城单支店 特命部長 

 

執行役員         伊東 正仁     日本興亜損害保険株式会社 

   千葉支店 特命部長              経営企画部長 
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    ３．理事の異動 

（新 役 職）      （氏 名）      （現 役 職） 

 理事           本間 秀昭      理事 

 保険金サービス企画部              サービスセンター企画部 

 特命部長                    担当部長 

  

   理事           鈴木 栄一      理事 

ＩＴ企画部長席付                休職（出向） 

 担当部長                    [NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

  

 理事           田中 一久     理事 

 鹿児島支店長                 本店自動車営業第二部長 

  

 理事           乗田 正      理事 

 埼玉支店長                  岡山支店長 

  

 理事           竹山 洋児     理事 

休職（出向）                 リスク管理部 特命部長 

 [NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

  

 理事                     理事 

 企業営業第三部長     末松 一也     名古屋支店長 

 

 

４．理事の選任 

（新 役 職）      （氏 名）     （現 役 職） 

 理事           西川 隆      本店自動車ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長 

本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

理事           山本 学      休職（出向） 

休職（出向）                 [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｨｰ･ｱｲ･ﾜｲ 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｨｰ･ｱｲ･ﾜｲ            生命保険株式会社] 

生命保険株式会社] 

 

理事           長谷川 完     営業開発第一部長 

休職（出向） 

[NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

 

理事           松村 勉      兵庫支店長 

兵庫支店長 

 

理事           片山 郁夫     ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ企画部長 

広報部長 
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理事           塩沢 道夫     山口支店長 

名古屋北支店長 

（兼）名古屋单支店長 

    

   理事           川瀬 秀哉     横浜自動車営業部長 

   札幌支店長 

    

理事           柏原 欣仁     休職（出向） 

休職（出向）                 [株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ] 

[株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ]  

    

   理事           上原 一信     広島支店長 

   広島支店長 

 

 

５．その他の異動 

（新 役 職）      （氏 名）     （現 役 職） 

 休職（出向）       中村 秀      関西第一業務部長 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

  

 休職（出向）       味木 俊衛     財務企画部長 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

  

 休職（出向）       饗庭 理理     自動車開発第一部 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社]           営業第一課長 

    

   休職（出向）       单部 知男     休職（出向） 

[NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社]             [NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

   ＜部長扱い＞                   ＜リーダー扱い＞ 

 

   休職（出向）       隅山 正敏     個人商品業務部長 

   [NKSJひまわり生命保険株式会社] 

   

休職（出向）       永井 純生      名古屋企業営業部長 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

    

   休職（出向）       天満 光生      休職（出向） 

[NKSJひまわり生命保険株式会社]              [NKSJ ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社] 

    

   休職（出向）       野間 和子      休職（出向） 

   [NKSJひまわり生命保険株式会社]              [NKSJひまわり生命保険株式会社] 

  ＜部長扱い＞                   ＜リーダー扱い＞ 
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休職（出向）       鈴木 直行      東北業務部長 

[株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ] 

 

休職（出向）       吉岡 宏之      高知支店長 

[株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ] 

 

休職（出向）       荒井 英一      本店自動車営業第一部 

[株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ保険ｻｰﾋﾞｽ]           第三課長 

 

休職（出向）       吉田 章       九州ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 

[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ] 

 

休職（出向）       小濵田 環      大阪ｺｰﾙｾﾝﾀｰ室 リーダー 

[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ]        （兼）24時間ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ部長席付 

                        ﾘｰﾀﾞｰ[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ] 

 

休職（出向）        杉井 嘉章      埼玉・千葉業務部長 

[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ人財開発] 

 

休職（出向）       川上 裕二      休職（出向） 

[安田企業投資株式会社]             [安田企業投資株式会社] 

＜部長扱い＞                   ＜リーダー扱い＞ 

 

監査役室長        来見田 博久     日本興亜損害保険株式会社 

総務部 文書法務部長 

    

監査役室         金子 知之      監査役室長 

特命部長 

    

お客さま相談室長     有働 隆登      内部監査部 企画室 

                       担当部長兼室長 

    

人材開発室長       大木 伸正      日本興亜損害保険株式会社 

人事部 人材開発部長 

 

ＣＳＲ部長        嶋田 行輝       日本興亜損害保険株式会社 

                       経営企画部 ＣＳＲ室長 

    

コンプライアンス部長   高田 淳子      日本興亜損害保険株式会社 

コンプライアンス部長 

 

東京ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     服部 道太     日本興亜損害保険株式会社 

広報部長 
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神奈川ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長    土屋 謙二     日本興亜損害保険株式会社 

首都圏本部 業務部長 

 

埼玉ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     花桝 義典     休職（出向） 

[ｾｿﾞﾝ自動車火災保険株式会社] 

    

千葉ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     田口 裕和     関西第一ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 

 

関東ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     森 公平       東京ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 

 

静岡ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     水本 優史      大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 

 

中部ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     太田 潔       日本興亜損害保険株式会社 

コンプライアンス部 

中部ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

 

   信越ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     楠田 豊       日本興亜損害保険株式会社  

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 販売制度部長 

 

北陸ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     山下 和郎      関西第二ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 

 

関西第一ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長   西川 徹       日本興亜損害保険株式会社 

コンプライアンス部 

関西ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

    

関西第二ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長   瀬古 昌和      九州コンプライアンス部長 

 

九州ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     小川 孝二      日本興亜損害保険株式会社 

コンプライアンス部 

東北ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室長 

 

リスク管理部長      細井 寿人      経理部長 

（兼）経理部 特命部長 

 

リスク管理部 特命部長  斉藤 正彦      内部監査部 特命部長 

 

保険数理室長       伊豆原 孝      日本興亜損害保険株式会社 

リスク管理部 保険数理室長 

 

自動車業務部長      梅本 武文      休職（出向） 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

    

個人商品業務部長     泉 卓哉      日本興亜損害保険株式会社 

個人商品部長 



20 

 

   海上保険室長       中嶋 陽二     企業商品業務部 リーダー 

    

金融営業推進室長     高木 浩      日本興亜損害保険株式会社 

営業推進部 金融開発部長 

 

代理店開発室長      原田 豊      日本興亜損害保険株式会社 

長野支店長 

 

   マーケティング部長    山脇 逸雄     日本興亜損害保険株式会社 

（出向） 

NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

システム統括部長 

    

本店業務部長       勝沢 誠      日本興亜損害保険株式会社 

営業企画部 営業革新部長 

 

自動車産業企画部長    久保寺 慶治    大阪自動車営業第二部長 

    

経理部長         花田 秀則     日本興亜損害保険株式会社 

経理部長 

    

会計統括部長       石坂 覚      休職（出向） 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

 

事務企画部長       藤野 修       代理店ｼｽﾃﾑ推進室 特命部長 

    

運用企画部長       黒田 泰則     財務サービス部長 

    

投融資部長        尾崎 哲雄     日本興亜損害保険株式会社 

投融資部長 

 

海外事業企画部長     水口 敦志     海外事業企画部長 

（兼）欧州部長 

    

アジア部（香港）     長岡 威年     海外事業企画部 リーダー 

特命部長 

 

欧州部長         沢田 一男     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）海外事業企画部 特命部長           海外事業企画部 特命部長 

 

欧州部（ロンドン）    親川 充      企業ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長席付 

特命部長                   特命部長[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝｱﾒﾘｶ] 
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海上保険金サービス室長  平野 晃延     日本興亜損害保険株式会社 

本店損害ｻｰﾋﾞｽ部 ﾏﾘﾝ損害室長 

    

   自動車開発推進部長    進藤 盛之     自動車開発推進部長 

                       （兼）自動車開発第三部長 

    

金融法人部長       馬場 信明     浜松支店長 

 

本店営業第三部長     野村 幸一郎    札幌支店長 

 

営業開発第一部長     砂田 健次     本店業務部長 

 

営業開発第二部長     清水 芳人     本店火災新種ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長 

    

本店自動車営業第二部長  佐藤 浩      自動車産業企画部長 

 

横浜自動車営業部長    山口 直孝     神戸自動車営業部 第二課長 

 

横浜支店長        大山 敬三     横浜支店長 

（兼）横浜中央支店長 

 

埼玉業務部長       日高 宏樹     日本興亜損害保険株式会社 

関越本部 業務部長 

 

千葉業務部長       米本 裕至     山形支店長 

 

千葉自動車営業部長    塩見 俊和     中国サービスセンター業務部長 

 

千葉西支店長       小泉 敏幸     営業企画部 事業推進室 

担当部長兼室長 

 

单北海道支店長      長野 三智夫    茨城自動車営業部長 

 

東北業務部長       近藤 浩之     金沢支店長 

 

   山形支店長        浦山 義高     東東京支店 法人第一支社 

担当部長兼支社長 

    

   関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  竹村 厚      日本興亜損害保険株式会社 

（兼）関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部             関東損害サービス部長 

特命部長       

 

関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部   竹村 洋      関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 

特命部長 
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茨城自動車・法人営業部長 黒沢 順      札幌自動車営業部 第一課長 

 

静岡業務部長       高山 知士     日本興亜損害保険株式会社 

中部業務部長 

 

浜松支店長        中野 育哉     本店営業第四部 第一課長 

 

中部業務部長       佐藤 佳哉     本店営業第三部長 

    

中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  宮嶋 健一郎    埼玉支店長 

（兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

愛知自動車営業第一部長  池内 廣光     職域開発営業部長 

 

名古屋企業営業部長    中西 和博     人材開発室長 

    

岐阜支店長        野村 泰弘     岐阜支店長 

（兼）岐阜中央支店長 

 

信越業務部長       相馬 真一     経営企画部 特命部長 

 

長野自動車営業部長    山下 敦志     自動車業務部 リーダー 

 

北陸業務部長       吉本 章人     日本興亜損害保険株式会社 

経営企画部 課長 

    

金沢支店長        佐藤 亨      事務企画部長 

 

関西第一業務部長     山崎 和久     中国業務部長 

 

大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  黒滝 学治     ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長席付 担当部長 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

                        （兼）ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 担当部長 

 

大阪自動車営業第二部長  古野 真一郎    ２４時間ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ部長 

 

大阪金融公務部長     奥 健       営業推進室 担当部長 

 

大阪北支店長       宮原 秀樹     北大阪支店長 

（兼）大阪支店長 

 

中国業務部長       正田 浩司     日本興亜損害保険株式会社 

中国四国業務部長 
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中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  中田 益見     神奈川サービスセンター業務部 

（兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長            町田サービスセンター課長 

    

山陰支店長        原田 直      鳥取支店長 

（兼）島根支店長 

 

山口支店長        山口 和寿     マーケティング部長 

 

岡山支店長        山田 治伸     千葉自動車営業部長 

 

四国業務部長       鈴木 譲      日本興亜損害保険株式会社 

九州業務部長 

 

高知支店長        松原 正明     中部業務部長 

 

九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  小林 卓人     ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ企画部 リーダー 

 

久留米支店長       榊 晃       久留米支店長 

（兼）佐賀支店 特命部長           （兼）佐賀支店長 

 

佐賀支店長        高橋 洋次     日本興亜損害保険株式会社 

（兼）長崎支店 特命部長              西九州支店長 

 

 

 

【２０１３年３月３１日付】 

  執行役員の退任 

退任           福澤 秀浩     専務執行役員 

※2013年 4月 1日付でセゾン自動車火災保険株式会社代表取締役社長に就任予定 

 

   退任           岡﨑 和夫     常務執行役員 

  ※2013年 4月 1日付で株式会社ジャパン保険サービス取締役副社長に就任予定 

    

退任           小林 一也     常務執行役員 

  ※2013年 4月 1日付で NKSJひまわり生命保険株式会社取締役専務執行役員に就任予定 

 

   退任           米田 彰      常務執行役員 

    

   退任           末廣 利明     常務執行役員 

※2013年 4月 1日付でＮＫＳＪシステムズ株式会社代表取締役会長に就任予定 

 

退任           五日市 喬弘    常務執行役員 

※2013年 4月 1日付でＮＫＳＪビジネスサービス株式会社代表取締役会長に就任予定 
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   退任           神内 昌宏     常務執行役員 

   

   退任           草野 圭司     執行役員 

※2013年 4月 1日付で全国訪問健康指導協会代表取締役社長に就任予定 

   

   退任           坂本 剛      執行役員 

 

  以 上 
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別紙５ 

日本興亜損保 

人事異動（２０１３年４月１日付） 

 

１．取締役および執行役員の異動  

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

代表取締役 

副社長執行役員 

 

山口  雄一 代表取締役 

副社長執行役員 

関東本部長、中部本部長 

専務執行役員 三瓶  博二 常務執行役員 

取締役専務執行役員 磯谷  隆也 取締役常務執行役員 

常務執行役員 

東京本部副本部長、 

神奈川本部副本部長 

佐々木 修 常務執行役員 

自動車営業本部長 

常務執行役員 

関西第一本部副本部長 

花崎  和彦 常務執行役員 

関西本部長、中国四国本部長 

常務執行役員 東條  宏史 常務執行役員 

営業推進部長 

常務執行役員 

中部本部副本部長 

重田  昇三 執行役員 

関越本部長 

常務執行役員 

関東本部長 

大森  次也 執行役員 

水戸支店長 

常務執行役員 

千葉本部長 

佐田  広 執行役員 

千葉支店長 

常務執行役員 

関西第二本部長 

伊藤  源記 執行役員 

首都圏本部長 

常務執行役員 

※休職：ＮＫＳＪシステムズ株式会社 

代表取締役社長 

遠藤  憲 執行役員 

※休職：ＮＫＳＪシステムズ株式会社 

代表取締役社長 

取締役執行役員 

お客さまサービス品質向上部長  

伊藤  和之 執行役員 
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執行役員 

九州本部副本部長 

塚平  尚吾 執行役員 

九州本部長 

取締役執行役員 

保険金サービス企画部長 

苅和  光 執行役員 

損害サービス業務部長 兼 

損害サービス業務部 

テクニカルサポート室長 

 

 

２．執行役員の選任 

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

執行役員 

広島自動車営業部長 兼 

広島支店長 

永野  寿幸 理事 

代理店開発部長 

執行役員 

茨城支店長 兼 茨城单支店長 

宇都宮  雄介 本店営業第五部長 

執行役員 

千葉支店長 

伊東  正仁 経営企画部長 

 

 

※ 経営体制一本化により、株式会社損害保険ジャパンからの相互兼務に伴う当社執行役員 

選任は以下のとおり 

 

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

副社長執行役員 

 

髙橋  薫 株式会社損害保険ジャパン 

代表取締役 

副社長執行役員 

専務執行役員 

東京本部長 

荒井  啓隆 株式会社損害保険ジャパン 

代表取締役 

専務執行役員 

関東本部長 

専務執行役員 

米州部長 

山口  裕之 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

米州部長 

専務執行役員 堀  政良 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 
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専務執行役員 

 

西澤  敬二 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

専務執行役員 

九州本部長 

佐野  雅宏 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

東北本部長 

常務執行役員 

中部本部長 

角  秀洋 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

静岡本部長、中部本部長 

常務執行役員 

関西第一本部長 

高橋  正美 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

関西第一本部長 

常務執行役員 

四国本部長 

北  修一 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

四国本部長、四国業務部長 

常務執行役員 

埼玉本部長、千葉本部副本部長 

福島  晃 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

埼玉本部長、千葉本部長 

常務執行役員 中島  隆太 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

常務執行役員 竹林  久 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

常務執行役員 

信越本部長 

松居  隆 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

常務執行役員 佐藤  史朗 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

常務執行役員 塙  昌樹 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

常務執行役員 

中国本部長 

渡邊  貞弘 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

中国本部長 

常務執行役員 

神奈川本部長 

田村  康弘 株式会社損害保険ジャパン 

常務執行役員 

神奈川本部長 
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常務執行役員 花澤  敏行 株式会社損害保険ジャパン 

取締役常務執行役員 

常務執行役員 

北陸本部長 

川添  久彰 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

企業営業第三部長 

常務執行役員 

 

江原  茂 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

企業商品業務部長 

常務執行役員 

静岡本部長 

楠美  信泰 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

鹿児島支店長 

常務執行役員 

 

德岡  宏行 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

ＩＴ企画部長 

執行役員 

東京中央支店 特命部長 兼 

单東京支店 特命部長 

豊島  達哉 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

東京中央支店長 

執行役員 

 

竹本  尚一朗 株式会社損害保険ジャパン 

取締役執行役員 

リスク管理部長 

執行役員 

アジア部長 

 

中村  恵司 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

アジア部長 

執行役員 

関東本部副本部長 

茨城支店 特命部長 兼 

茨城单支店 特命部長 

坂本  淳一 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

茨城支店長 

執行役員 

経営企画部  特命部長 

出口  裕康 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

経営企画部  特命部長 

執行役員 

保有・再保険部長 

藤倉  雅人 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

保有・再保険部長 
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執行役員 

内部監査部長 

後藤  昭夫 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

内部監査部長 

執行役員 

東京保険金サービス第一部 特命部長 兼 

東京保険金サービス第二部 特命部長 

柴田  一眞 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

東京サービスセンター業務部長 

執行役員 末廣  聡 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

京都支店長 

執行役員 

企業商品業務部長 

米川  孝 株式会社損害保険ジャパン 

執行役員 

金融法人部長 

執行役員 桑田  憲吾 株式会社損害保険ジャパン 

企画開発部長 

執行役員 尾崎  真二 株式会社損害保険ジャパン 

企業営業第一部長 

執行役員 

東東京支店 特命部長 

大久  孝一 株式会社損害保険ジャパン 

東東京支店長 

執行役員 

営業企画部長 

浜  隆司 株式会社損害保険ジャパン 

自動車業務部長 

執行役員 

ＩＴ企画部長 

飯豊  聡 株式会社損害保険ジャパン 

営業企画部長 

執行役員 

２４時間お客さま事故サポート部 特命部長  

陶山  さなえ 株式会社損害保険ジャパン 

理事 

お客さまサービス品質向上部長 

 

 

【２０１３年３月３１日付】 

取締役および執行役員の退任 

退任 内藤  隆幸 取締役 

専務執行役員 

資産運用本部長 

退任 宮坂  寿彦 取締役 

専務執行役員 
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退任 

※ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

取締役常務執行役員に就任予定 

（2013年 4月 1日付） 

原田  満 執行役員 

    

  

【２０１３年４月１日付】 

１．理事の異動 

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

理事 

経営企画部  特命部長 

岡田 幸一郎 理事 

物流開発部長 

理事 

アジア部  担当部長 

 

草野 弘 理事 

本店営業第四部長 

理事 

神奈川保険金サービス部長 

炭谷 英樹 理事 

品質管理部長 

理事 

埼玉支店長 兼 

埼玉西支店長 

山野  修 理事 

埼玉支店長 

 

理事 

神戸支店長 兼 

兵庫支店長 

丹羽 正 理事 

神戸支店長 

 

 

２．理事の選任 

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

理事 

経理部長 兼 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社

経理部長（理事） 

花田 秀則 経理部長 兼 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

経理部長 

理事 

欧州部長 兼 

海外事業企画部  特命部長 

沢田 一男 海外事業企画部特命部長 兼 

海外営業開発部長 兼 

アジア部長 

理事 

本店営業第一部長 

中村 佳弘 本店営業第一部長 
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理事 

福島自動車営業部長 兼 

福島支店長 

宮崎  博行 福島支店長 

理事 

静岡自動車営業部長 兼 

静岡支店長 

中辻 英之 福岡支店長 

理事 

新潟支店長 

鈴木  孝佳 新潟支店長 

理事 

山口支店長 

大塚 浩 山口支店長 

理事 

九州自動車営業部長 兼 

福岡支店長 兼 

福岡中央支店長 兼 

沖縄支店長 

東 正 福岡中央支店長 

ＮＫＳＪシステムズ株式会社  

取締役（理事） 

土屋 貞 ＮＫＳＪシステムズ株式会社 

取締役 

  

 

３．その他の異動 

（新 役 職） （氏 名） （現 役 職） 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

リスク管理部  特命部長 

荒川 宏 経理部  国際会計統括部長 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

監査役室長 

宮原 宏和 会計統括部長 

ＮＫＳＪシステムズ株式会社 

取締役 

佐々木 徹郎 ＩＴ企画部長 

ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

金融機関推進部長 

小林 滋 経営企画部  特命部長 

監査役室長 来見田 博久 総務部  文書法務部長 

経営企画部長 小嶋 信弘 株式会社損害保険ジャパン 

経営企画部長 

ビジネスプロセス革新部長 清水 達紀

  

株式会社損害保険ジャパン 

事務企画部 

業務プロセス革新企画室長 
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お客さま相談室長    有働 隆登 内部監査部 

文書法務部長 手島  俊裕 株式会社損害保険ジャパン 

文書法務部長 

秘書部長 笠井  聡 株式会社損害保険ジャパン 

秘書部長 

人事部長 中村  茂樹 株式会社損害保険ジャパン 

人事部長 

人事部  特命部長 吉川 浩一 人事部長 

人材開発室長 大木 伸正 人事部  人材開発部長 

広報部長 片山  郁夫 広報部  特命部長 

ＣＳＲ部長 嶋田 行輝 経営企画部  ＣＳＲ室長 

内部監査部  特命部長 杉崎 幹夫 内部監査部長 

販売制度室長 渡辺  郁夫 株式会社損害保険ジャパン 

販売制度室長 

本店コンプライアンス部長 高貝  英樹 株式会社損害保険ジャパン 

本店コンプライアンス部長 

東京コンプライアンス部長 服部 道太 広報部長 

神奈川コンプライアンス部長 土屋 謙二 首都圏本部  業務部長 

埼玉コンプライアンス部長 花桝 義典 株式会社損害保険ジャパン 

休職（出向）セゾン自動車火災保険（株） 

 

千葉コンプライアンス部長 田口 裕和 株式会社損害保険ジャパン 

関西第一コンプライアンス部長 

北海道コンプライアンス部長 村井 和之 株式会社損害保険ジャパン 

北海道コンプライアンス部長 

東北コンプライアンス部長 塩田 徹 株式会社損害保険ジャパン 

東北コンプライアンス部長 

関東コンプライアンス部長 森 公平 株式会社損害保険ジャパン 

東京コンプライアンス部長 

静岡コンプライアンス部長 水本 優史 株式会社損害保険ジャパン 

大阪サービスセンター第一業務部長 
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中部コンプライアンス部長 太田 潔 コンプライアンス部 

中部コンプライアンス室長 

信越コンプライアンス部長 楠田 豊 コンプライアンス部 

販売制度部長 

北陸コンプライアンス部長 山下  和郎 株式会社損害保険ジャパン 

関西第二コンプライアンス部長 

関西第一コンプライアンス部長  西川 徹 コンプライアンス部 

関西コンプライアンス室長 

関西第二コンプライアンス部長  瀬古 昌和 株式会社損害保険ジャパン 

九州コンプライアンス部長 

中国コンプライアンス部長 小谷 浩之 株式会社損害保険ジャパン 

中国コンプライアンス部長 

四国コンプライアンス部長 橋口 義人 株式会社損害保険ジャパン 

四国コンプライアンス部長 

九州コンプライアンス部長 小川 孝二 コンプライアンス部 

東北コンプライアンス室長 

リスク管理部長 細井  寿人 株式会社損害保険ジャパン 

経理部長 

自動車業務部長 梅本  武文 ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

経営企画部  担当部長 

自動車業務部  特命部長 植村 淳 個人商品部  自動車保険部長 

企業商品業務部  特命部長 大出 剛 企業商品部長 

海上保険室長 中嶋  陽二 株式会社損害保険ジャパン 

企業商品業務部  リーダー 

海上保険室  特命部長 岡田 潔 

 

企業商品部  マリン保険室長 

営業企画部  特命部長 新井 勉 営業企画部長 

営業推進室長 加世田  務 営業推進部  特命部長 

営業推進室  特命部長 浜中 勇治 営業推進部 

モーター開発部長 

営業推進室  特命部長 佐藤 政文 営業推進部 課長 

金融営業推進室長 高木 浩 営業推進部  金融開発部長 
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代理店開発室長 原田 豊 長野支店長 

マーケティング部長 山脇 逸雄 ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

システム統括部長 

秋田コールセンター室長 中川 菊則 マーケティング部特命部長 兼 

秋田コールセンター室長 

本店業務部長 勝沢 誠 営業企画部  営業革新部長 

自動車産業企画部長 久保寺  慶治 株式会社損害保険ジャパン 

大阪自動車営業第二部長 

自動車産業企画部  特命部長 冨沢 寛史 営業推進部  自動車営業開発部長 

損害調査企画室長 荻原 好景 株式会社損害保険ジャパン 

サービセンター企画部 

損害調査能力開発室長 

会計統括部長 石坂  覚 株式会社損害保険ジャパン 

休職（出向）

ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

取締役執行役員 

経営企画部長 

 

事務企画部長 藤野  修 代理店システム推進室特命部長 

運用企画部長 黒田  泰則 株式会社損害保険ジャパン 

財務サービス部長 

運用企画部  特命部長 宮岡 智憲 資産運用部長 

本店企業保険金サービス部長 兼  

医療保険金サービス部長 

大坪 宗雄 本店損害サービス部 

火災新種損害室長 

海上保険金サービス室長 平野 晃延 本店損害サービス部 

マリン損害室長 

２４時間お客さま事故サポート部長 松川 辰也 損害サービス業務部 

２４時間サポート損害室長 

本店自動車保険金サービス部長 兼  

火災新種専門保険金サービス部長 

三宅 信一郎 

 

本店損害サービス部長 兼 

保証保険管理室長 

物流開発部長 濱中 武 物流開発部  開発部長 

物流開発部 開発部長 空田 泰宏 本店営業第三部 副部長 
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本店営業第四部長 松広 清 ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

経営企画部長 

本店営業第五部長 中井 徹 営業推進部 

販売提携部長 

東京業務部長 村木  正大 株式会社損害保険ジャパン 

東京業務部長 

東京保険金サービス第一部長 兼  

東京保険金サービス第二部長  

野村 幸弘 

 

首都圏損害サービス部長 

本店自動車営業第一部長 兼 

本店自動車営業第二部長 兼 

本店自動車営業第三部長 

漆原 拓一 中部自動車営業部長 

東京中央支店長 兼 

東東京支店長 

徳田 達也 東京中央支店長 

北東京支店長 兼 

单東京支店長 

宮原 泰史 

 

東京支店長 

西東京支店長 永井 徹 神奈川支店長 

神奈川業務部長 中原  志朗 株式会社損害保険ジャパン 

神奈川業務部長 

神奈川自動車営業部長 土居 伸行 横浜自動車営業部長 

横浜支店長 兼 

横浜中央支店長 

最上 啓一 

 

自動車営業部長 

神奈川支店長 島田 栄一 山梨支店長 

埼玉業務部長 日高 宏樹 関越本部業務部長 

埼玉保険金サービス部長 内山 弘之 千葉損害サービス部長 

千葉業務部長 米本  裕至 株式会社損害保険ジャパン 

山形支店長 

千葉保険金サービス部長 河野 嘉美 品質管理部  課長 

北海道業務部長 上曽  博 株式会社損害保険ジャパン 

北海道業務部長 

北海道保険金サービス部長 得丸 泰孝 北海道損害サービス部長 

札幌法人営業部長 兼 

札幌支店長 

秦 洋一郎 札幌支店長 
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北北海道支店長 堀 晶雄 本店営業第一部  副部長 

東北海道支店長 内野 浩一 北海道東支店長 

单北海道支店長 沢崎 浩司 北海道支店長 

東北業務部長 近藤  浩之 株式会社損害保険ジャパン 

金沢支店長 

東北保険金サービス部長 川島 文彦 東北損害サービス部長 

青森支店長 黒田 伸哉 北海道中央支店長 

岩手支店長 山田 壽一 東北業務部長 

秋田支店長 増位 貞孝 青森支店長 

仙台自動車営業部長 柳  三樹 株式会社損害保険ジャパン 

仙台自動車営業部長 

仙台支店長 兼 

仙台自動車営業部  特命部長 

津田 実 仙台支店長 

関東保険金サービス第一部長 兼  

関東保険金サービス第二部特命部長 

竹村 厚 関東損害サービス部長 

関東保険金サービス第二部長 近藤  高史 株式会社損害保険ジャパン 

関東サービスセンター第二業務部長 

茨城自動車・法人営業部長 斎藤 仁 茨城支店長 

栃木自動車営業部長 兼 

栃木支店長 

花島 伸治 栃木支店長 

群馬自動車営業部長 兼 

群馬支店長 

浜村 佳津史 群馬支店長 

山梨支店長 斉藤 訓彦 東京西支店長 

静岡業務部長 高山 知士 中部業務部長 

静岡保険金サービス部長 逸見 正浩 神奈川損害サービス部長 

浜松支店長 丹羽 基文 静岡支店長 

中部業務部長 佐藤  佳哉 株式会社損害保険ジャパン 

本店営業第三部長 
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中部保険金サービス第一部長 兼  

中部保険金サービス第二部長 兼  

中部保険金サービス第三部長 

川井 雅信 中部損害サービス部長 

愛知自動車営業第一部長 兼 

愛知自動車営業第二部長 

西村 徹也 営業推進部金融事業部長 

名古屋北支店長 兼 

名古屋单支店長 

佐野 公紀 秋田支店長 

愛知東支店長 香川 静麿 北海道業務部長 

岐阜支店長 兼 

岐阜中央支店長 

村田 徹 岐阜支店長 

信越業務部長 相馬  真一 株式会社損害保険ジャパン 

経営企画部  特命部長 

信越保険金サービス部長 小林 治 北海道損害サービス部  副部長  

新潟自動車営業部長 橋本 耕一郎 生保推進部長 

長野自動車営業部長 兼 

長野支店長 

山口 亮 松本支店長 

北陸業務部長 吉本 章人 経営企画部  課長 

北陸保険金サービス部長 小玉 忠伸 首都圏損害サービス部  副部長 

関西総務部長 坂口  智也 株式会社損害保険ジャパン 

関西総務部長 

関西第一業務部長 山崎  和久 株式会社損害保険ジャパン 

中国業務部長 

関西第二業務部長 隅田  幸一 株式会社損害保険ジャパン 

関西第二業務部長 

大阪保険金サービス第一部長 兼  

大阪保険金サービス第二部長 兼  

兵庫保険金サービス部長 

古賀 博孝 関西損害サービス部長 

大阪自動車営業第一部長 兼 

大阪自動車営業第二部長 兼 

神戸自動車営業部長 

富田 久緒 大阪自動車営業部長 兼 

神戸自動車営業部長 

大阪企業営業第一部長 山中 ひろき 大阪営業第一部長 
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大阪企業営業第二部長 兼 

大阪金融公務部長 

山本 聡 大阪営業第二部長 

大阪北支店長 兼 

大阪支店長 

一柳 知明 関西業務部長 

関西保険金サービス部長 神保 幸男 保証保険管理室  課長 

中国業務部長 正田 浩司 中国四国業務部長 

中国保険金サービス第一部長 兼  

中国保険金サービス第二部長 

嶋田 浩 中国四国損害サービス部長 

四国業務部長 鈴木 譲 九州業務部長 

四国保険金サービス部長 坂口 久明 中国四国損害サービス部 

四国損害室長 

高松支店長 兼 

徳島支店長 

北畑 壮一郎 本店営業第二部  副部長 

九州業務部長 荒川  友裕 株式会社損害保険ジャパン 

九州業務部長 

九州保険金サービス第一部長 兼  

九州保険金サービス第二部長 兼  

九州保険金サービス第三部長 

八塩 英彦 九州損害サービス部長 

北九州支店長 兼 

久留米支店長 

村本 正大 本店営業第五部  副部長 

佐賀支店長 兼 

長崎支店  特命部長 

高橋 洋次 西九州支店長 

長崎支店長 青木  潔 株式会社損害保険ジャパン 

長崎支店長 

鹿児島支店長 飯塚 良悦 单九州支店長 

以 上 

 


