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２０１４年３月７日 

 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社 

 

組織変更・人事異動について 

 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社（社長 櫻田 謙悟）および株式会社損害保険ジャパン 

（社長 櫻田 謙悟）、日本興亜損害保険株式会社（社長 二宮 雅也）では、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。 

 

 

Ⅰ．組織変更（２０１４年４月１日付） 

 

  株式会社損害保険ジャパン 

    ・「コールセンター統括部」を新設する。 

    ・「企業営業企画部」を新設する。 

    ・「ＩＴ企画部ＩＴ推進室」を新設する。 

 

  日本興亜損害保険株式会社 

    ・「コールセンター統括部」を新設する。 

    ・「企業営業企画部」を新設する。 

    ・「ＩＴ企画部ＩＴ推進室」を新設する。 

 

 

Ⅱ．人事異動 

 

  別紙のとおり 

 

     別紙１  ＮＫＳＪホールディングス・損害保険ジャパン・日本興亜損害保険 

          （本社担当・地区本部）執行役員体制 

     別紙２  ＮＫＳＪホールディングス  人事異動 

     別紙３  損害保険ジャパン  人事異動 

     別紙４  日本興亜損害保険  人事異動 

     別紙５  新任代表取締役の略歴 

 

（注１）ＮＫＳＪホールディングス株式会社は、本年９月１日付で社名を 

「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」に変更する予定です。 

     ※2014 年 6月開催（予定）の定時株主総会において、定款の一部変更が承認されることを条件としています。 

（注２）株式会社損害保険ジャパンと日本興亜損害保険株式会社は、関係当局の認可等を 

前提に本年９月に合併し、「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」となる予定です。 

以 上 
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     別紙１   

ＮＫＳＪホールディングス・ 

損害保険ジャパン・日本興亜損害保険（本社担当・地区本部） 

執行役員体制（２０１４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 

業務担当 
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 

総括 

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 

 総括、 
グループＣＥＯ 
（最高経営責任者） 

辻 伸治 代表取締役 

副社長執行役員 

  経営管理部、経理部、内部監査
部（共管）、[統合管理統括] 

高田 俊之 取締役 

常務執行役員 

  社長補佐 
 

竹本 尚一朗 取締役 

常務執行役員 

取締役 

常務執行役員 

 

常務執行役員 

法務部、コンプライアンス部、
リスク管理部、内部監査部[共
管] 、[顧客情報統括管理責任
者] 

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 

代表取締役 

専務執行役員 

 

専務執行役員 

新事業開発部、人事総務部、 [ダ
イバーシティ推進本部長] 

江原 茂 取締役 

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、海外経営管理
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 

細井 寿人 

 

 

執行役員 

 

執行役員 

 

執行役員 

リスク管理部長 
 

田中 順一  

執行役員 

 

執行役員 

 

執行役員 

海外事業企画部長 

小嶋 信弘  

執行役員 

 

執行役員 

 

執行役員 

経営企画部、経営企画部長 
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Ⅱ．損保ジャパン・日本興亜損保 

 

 ＜２０１４年４月１日における本社担当執行役員体制＞ 

役員名 
役位 

業務担当 
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 
 総括 

二宮 雅也  
代表取締役社長 

社長執行役員 
総括 

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、調査部副担当 

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、お客さまサービス品質向上
部、お客さま相談室、コールセンター
統括部、お客さま事故サポート室、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 

磯谷 隆也 副社長執行役員 
代表取締役 

副社長執行役員 

秘書部、人事部、人材開発室、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、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 

堀 政良 
取締役 

副社長執行役員 
副社長執行役員 社長補佐 

荒井 啓隆 
代表取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 社長補佐 

西澤 敬二 
代表取締役 

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、調査部、文書法務部、
経理部、会計統括部 

山口 裕之 専務執行役員 専務執行役員 
企業営業企画部、企画開発部、団体組
織企画室 

高橋 正美 
取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 

営業企画部、営業推進室、金融営業推
進室、代理店開発室、自動車産業企画
部 

佐藤 史朗 常務執行役員 常務執行役員 
南アジア部 
（損保ジャパンアジアホールディン
グス取締役社長） 

塙 昌樹 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

グループ会社管理部、広報部、ＣＳＲ
部、総務部、運用企画部、投融資部 

伊藤 源記 常務執行役員 
取締役 

常務執行役員 

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 
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役員名 
役位 

業務担当 
損保ジャパン 日本興亜損保 

江原 茂 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

企業商品業務部、海上保険室、保有・
再保険部、海外事業企画部、海外経営
管理部、東アジア部、欧州部 

德岡 宏行 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 

自動車業務部、個人商品業務部、特約
火災保険部、事務企画部、代理店シス
テム推進室、ＩＴ企画部、ＩＴ推進室 

竹本 尚一朗 
取締役 

常務執行役員 
常務執行役員 リスク管理部、保険数理室 

藤倉 雅人 常務執行役員 常務執行役員 
米州部 
（損保ジャパンアメリカ取締役会長） 

田宮 弘志 常務執行役員 
取締役 

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 

※兼職については、関係当局の認可等を前提としています。 
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＜２０１４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 山口 裕之 

専務執行役員 専務執行役員 東條 宏史 

常務執行役員 常務執行役員 中島 隆太 

常務執行役員 
取締役 

常務執行役員 
田宮 弘志 

常務執行役員 常務執行役員 米川 孝 

東京本部 常務執行役員 常務執行役員 福島 晃 

神奈川本部 常務執行役員 常務執行役員 渡邊 貞弘 

埼玉本部 執行役員 執行役員 尾﨑 眞二 

千葉本部 常務執行役員 常務執行役員 佐田 広 

北海道本部 常務執行役員 常務執行役員 三輪 隆司 

東北本部 常務執行役員 常務執行役員 塚平 尚吾 

関東本部 常務執行役員 常務執行役員 大森 次也 

静岡本部 執行役員 執行役員 和田 敏裕 

中部本部 常務執行役員 常務執行役員 田村 康弘 

信越本部 常務執行役員 常務執行役員 松居  隆 

北陸本部 執行役員 執行役員 大久 孝一 

関西第一本部 
取締役 

専務執行役員 
専務執行役員 北  修一 

関西第二本部 常務執行役員 常務執行役員 重田 昇三 

中国本部 執行役員 執行役員 桑田 憲吾 

四国本部 執行役員 執行役員 柏原 欣仁 

九州本部 専務執行役員 専務執行役員 佐野 雅宏 

※兼職については、関係当局の認可等を前提としています。 

 

                                                                               以 上 
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別紙２ 

ＮＫＳＪホールディングス 人事異動 （２０１４年４月１日付） 

 

 

１．代表取締役の異動 

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

 代表取締役副社長執行役員  辻  伸治     取締役専務執行役員      

               

２．取締役の異動 

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

 取締役常務執行役員     竹本 尚一朗    取締役執行役員 

 

３．執行役員の選任 

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

    執行役員          細井 寿人     リスク管理部長 

   リスク管理部長 

 

   執行役員          田中 順一     株式会社損害保険ジャパン 

   海外事業企画部長                自動車開発第一部長 

 

   執行役員          小嶋 信弘     経営企画部長 

   経営企画部長 

 

 注１．細井 寿人氏は、2014 年 4 月 1 日付けで株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険

株式会社の執行役員リスク管理部長に就任する予定であります。 

 注２．田中 順一氏は、2014 年 4 月 1 日付けで株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険

株式会社の執行役員海外事業企画部長に就任する予定であります。 

注３．小嶋 信弘氏は、2014年 4 月 1日付けで株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険

株式会社の執行役員経営企画部特命部長に就任する予定であります。 

 

４．その他の異動 

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

 経営企画部特命部長     會田 晋平     経営企画部担当部長 

 

 

   経営管理部長        饗庭 理理     経営企画部特命部長 

                               

                                

新事業開発部特命部長    小竹 克彦     株式会社損害保険ジャパン 

                        愛知東支店長 

                     （兼）日本興亜損害保険株式会社 

                        愛知東支店長 

                                                                        以  上 
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別紙３ 

損害保険ジャパン 人事異動   

 

【２０１４年３月２７日付】 

執行役員の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

常務執行役員       大森 次也    常務執行役員 

関東本部長                 関東本部長 

（兼）茨城南支店長 

 

【２０１４年４月１日付】 

１.  代表取締役の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

代表取締役専務執行役員 荒井 啓隆    代表取締役専務執行役員 

東京本部長 

 

代表取締役専務執行役員  西澤 敬二    取締役専務執行役員 

 

２． 新任取締役候補 

  （新 職）        （氏 名）    （現 職） 

   取締役専務執行役員    北 修一     常務執行役員 

関西第一本部長               四国本部長 

 

取締役常務執行役員    塙 昌樹     常務執行役員 

 

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     磯谷 隆也    専務執行役員 

 

取締役副社長執行役員 堀 政良     取締役専務執行役員 

 

専務執行役員     山口 裕之    専務執行役員  

             米州部長 

 

取締役専務執行役員    高橋 正美    取締役常務執行役員 

                関西第一本部長 

 

専務執行役員       東條 宏史    常務執行役員 

 

常務執行役員       福島 晃     常務執行役員 

東京本部長        埼玉本部長 

（兼）千葉本部副本部長 
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常務執行役員       松居 隆     取締役常務執行役員 

信越本部長        信越本部長 

 

常務執行役員       渡邊 貞弘    常務執行役員 

神奈川本部長                中国本部長 

 

常務執行役員      田村 康弘    常務執行役員 

中部本部長        神奈川本部長 

 

常務執行役員       重田 昇三    常務執行役員 

関西第二本部長        中部本部副本部長 

 

常務執行役員       大森 次也    常務執行役員 

関東本部長                 関東本部長 

（兼）茨城南支店長 

 

常務執行役員       伊藤 源記    常務執行役員 

関西第二本部長 

（兼）関西第二業務部長 

 

取締役常務執行役員 江原 茂     取締役常務執行役員 

東アジア部長 

 

常務執行役員       塚平 尚吾    執行役員 

東北本部長        九州本部副本部長 

 

常務執行役員      藤倉 雅人    執行役員 

米州部長            保有・再保険部長 

 

常務執行役員      田宮 弘志    執行役員 

北海道本部長 

 

常務執行役員       米川 孝     執行役員 

                企業商品業務部長 

                （兼）海上保険室長 

 

常務執行役員      三輪 隆司    執行役員 

北海道本部長        総務部長 

 

執行役員         出口 裕康    執行役員 

東京中央支店長        経営企画部 特命部長 
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執行役員         苅和 光     執行役員 

コンプライアンス部長    保険金サービス企画部長 

 

執行役員         桑田 憲吾    執行役員 

中国本部長        企画開発部長 

 

執行役員         尾﨑 眞二    執行役員 

埼玉本部長        企業営業第一部長 

 

執行役員         大久 孝一    執行役員 

北陸本部長        東東京支店長 

 

執行役員         陶山 さなえ   執行役員 

コールセンター統括部長    24時間お客さま事故サポート部長 

 

４．  執行役員の選任 

  （新 職）        （氏 名）   （現 職） 

執行役員         和田 敏裕    理事 

静岡本部長        神戸支店長 

 

執行役員         柏原 欣仁    理事 

四国本部長        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] 

 

執行役員         細井 寿人    リスク管理部長 

リスク管理部長 

 

執行役員         松林 宏     日本興亜損害保険株式会社  

企業営業第四部長        本店営業第二部長 

 

執行役員         吉野 隆     欧州部 

欧州部長                  特命部長 

 

執行役員         森田 亮     日本興亜損害保険株式会社 

企業営業企画部長              横浜ベイサイド支店長 

（兼）神奈川本部副本部長 

 

執行役員         田中 順一    自動車開発第一部長 

海外事業企画部長 
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執行役員         小嶋 信弘    経営企画部長 

経営企画部長席付 特命部長 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

（兼）経営企画部 特命部長 

 

執行役員         吉川 浩一    人事部 特命部長 

企業営業第七部長 

 

５． 理事の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

理事           西川 隆     理事 

大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長           本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

理事           松村 勉     理事 

特約火災保険部長              兵庫支店 特命部長 

 

理事           上原 一信    理事 

東東京支店長                広島支店 特命部長 

 

 

６． 理事の選任 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

理事           本保 順次    本店営業第一部長 

神戸支店長 

 

理事           武田 博之    新潟支店長 

新潟支店長 

 

理事           村田 宜昭    休職（出向） 

休職（出向） [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ        株式会社] 

株式会社]  

 

理事           関口 純     東北保険金サービス部長 

東北保険金サービス部長 

 

理事           宮嶋 健一郎   中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

 

理事           大山 敬三    横浜支店長 

横浜支店長 
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理事           角川 信一    本店営業第二部長 

保険金サービス企画部長 

 

理事           清水 達紀    ビジネスプロセス革新部長 

ビジネスプロセス革新部長 

 

理事           淀 圭二郎    休職（出向） 

休職（出向）                [セゾン自動車火災保険株式会社] 

[セゾン自動車火災保険株式会社] 

 

７．  その他の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

休職（出向）    小竹 克彦    愛知東支店長 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       會田 晋平    休職（出向） 

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

＜首席財務調査役扱い＞           ＜担当部長扱い＞ 

 

休職（出向）     石原 英一    ＩＴ企画部長席付 担当部長 

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

＜首席システム調査役扱い＞ 

 

休職（出向）     佐藤 亨      金沢支店長 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

 

休職（出向）     小嶋 英明     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＞                ＜担当部長扱い＞ 

 

休職（出向）       谷 佳明     横浜自動車営業部 第一課 

[NKSJひまわり生命保険株式会社]      担当部長兼課長 

 

休職（出向）       小林 司     休職（出向） 

[NKSJ ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社]          [NKSJ ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社]  

＜部長扱い＞                ＜担当部長扱い＞ 

 

休職（出向）       神保 幸男    関西保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

[株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ]     （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

（兼）休職（出向） 

[日本興亜ﾎｯﾄﾗｲﾝ 24株式会社]  
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休職（出向）       味木 俊衛    休職（出向）   

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社]   [NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       高田 淳子    コンプライアンス部長 

[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）       西村 正志    ＳＳ営業開発部長 

[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）       林 祥晃     休職（出向） 

[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]    [株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ]  

（兼）休職（出向） 

[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）       山脇 逸雄    マーケティング部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社] 

 

休職（出向）       山口 直人    千葉支店 特命部長 

  [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ株式会社] （兼）千葉業務部 特命部長 

 

休職（出向）       岩田 泰明    和歌山支店 特命部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ株式会社] （兼）関西第二業務部 特命部長 

 

休職（出向）       重元 亨太    愛媛支店 特命部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       土居 伸行    神奈川自動車営業部 特命部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       伊藤 真司    千葉自動車営業部 特命部長 

[損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ株式会社] 

 

休職（出向）       岡田 幸一郎   経営企画部 特命部長 

[そんぽ２４損害保険株式会社]  

 

休職（出向）       戸田 次郎    北陸保険金サービス部 特命部長 

[そんぽ２４損害保険株式会社]      （兼）保険金サービス企画部 特命部長 

 

経営企画部長       浜田 昌宏    統合推進部長 

 

経営企画部 特命部長 司波 卓     経営企画部 リーダー 
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統合推進部長     戸田 光一    統合推進部 特命部長 

 

お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部長 大出 剛     企業商品業務部 特命部長 

 

調査部 特命部長   岡田 一郎    広報部 リーダー 

 

人事部 特命部長     勝沢 誠     本店業務部長 

 

本店ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     遠藤 秀憲    米州部長席付 特命部長 

[南米安田] 

 

千葉ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長   稲垣 政春    信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

    （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

北海道ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 有馬 昌彦    九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部 特命部長 

（兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 

       （兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

                   （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

関東ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     根岸 護     休職（出向） 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

 

静岡ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長   楠 敦      千葉保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

                   （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

関西第一ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長 津田 実     仙台自動車営業部 特命部長 

（兼）仙台支店 特命部長 

 

リスク管理部 特命部長 荒川 宏     休職（出向） 

[NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社] 

 

リスク管理部 特命部長 金子 洋巳    自動車業務部 担当部長 

 

個人商品業務部      梶江 正人    自動車業務部 リーダー 

特命部長 

 

企業商品業務部長     斉藤 正彦    リスク管理部 特命部長 

 

海上保険室長     吉田 誉     海外事業企画部 担当部長 

 

保有・再保険部長   越川 志穂    保有・再保険部 リーダー 
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保有・再保険部      中村 耕三    保有・再保険部 担当部長 

特命部長 

 

営業企画部 特命部長 浪川 洋一    岐阜支店 担当部長 

 

営業推進室長席付     中島 康将    北陸業務部 特命部長 

特命部長            （兼）福井支店 特命部長 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

 

企画開発部長     矢野 功     福岡支店長 

 

秋田ｺｰﾙｾﾝﾀｰ室長     吉本 章人    北陸業務部長 

 

お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ室長 野村 幸弘    東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部   松川 辰也    ２４時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部 

特命部長                  特命部長 

 

損害調査企画室長     荒川 和昭    東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 

車両技術調査室長 

 

総務部長          松広 清     日本興亜損害保険株式会社 

本店営業第四部長 

 

ＩＴ推進室長        水野 洋一     ＩＴ企画部 リーダー 

 

投融資部長         吉田 健一    運用企画部 担当部長 

 

南アジア部（ジャカルタ）  草野 弘     南アジア部 担当部長 

特命部長 

 

南アジア部（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ）  川内 雄次    南アジア部（バンコク） 

特命部長                  担当部長 

 

南アジア部（バンコク）   斎藤 滋夫    人事部 リーダー 

特命部長 

 

南アジア部（ムンバイ）  長岡 威年    東アジア部（香港） 

特命部長                  特命部長 

 

南アジア部         岡田 潔     海上保険室 特命部長 

ハノイ駐在員事務所 特命部長 
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東アジア部（香港）   橋場 慶太    東アジア部 香港支店 

特命部長                  リーダー 

 

本店自動車保険金      三宅 信一郎   本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部 

ｻｰﾋﾞｽ部長                  特命部長 

（兼）火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部 

                特命部長 

                （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

火災新種専門保険金    長本 尚弘     九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 野沢 真理      火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

物流開発部長        濱中 武       日本興亜損害保険株式会社 

物流開発部長 

 

物流開発部 特命部長   宮原 泰史    南東京支店長 

 

物流開発部 特命部長 清崎 肇     日本興亜損害保険株式会社 

                 東アジア部（香港） 

事務所長 

 

自動車開発第一部長 海老原 崇    海外事業企画部（ムンバイ） 

特命部長 

 

金融法人第二部長   和気 邦好    名古屋企業営業部 特命部長 

 

企業営業第一部長     清水 範之    金融法人開発部長 

 

企業営業第五部長     中井 徹     日本興亜損害保険株式会社 

本店営業第五部長 

 

企業営業第六部長   水口 敦志    海外事業企画部長 

 

企業営業第八部長   野村 幸一郎   本店営業第三部長 

 

   東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 斉藤 憲克    保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 リーダー 

 

東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 近藤 高史    関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

本店自動車営業第一部長 宮原 秀樹    大阪北支店 特命部長 

                      （兼）大阪支店 特命部長 
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ＳＳ営業開発部長     田澤 好彦    新潟自動車営業部 特命部長 

 

南東京支店長       大場 光修    日本興亜損害保険株式会社 

本店営業第三部長 

 

西東京支店長     高橋 洋次    佐賀支店長 

 

横浜ベイサイド支店長 斎藤 仁     茨城自動車・法人営業部 特命部長 

 

横浜中央支店長     中村 佳弘    日本興亜損害保険株式会社 

本店営業第一部長（理事） 

 

北海道業務部長     松本 康宏    お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部 

担当部長 

 

岩手支店長     本橋 義宏    岩手支店 担当部長 

 

福島支店長        佐藤 政文    営業推進室 特命部長 

 

関東業務部長       中西 泰三    徳島支店 徳島支社 

担当部長兼支社長 

 

関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 西岡 克敏    大阪自動車営業第一部長 

 

茨城南支店長     林 大介     東北海道支店 特命部長 

 

栃木自動車営業部長 外山 邦夫    京都自動車営業部長 

 

群馬支店長      最上 啓一    横浜中央支店長 

 

静岡支店長        新井 勉    営業企画部 特命部長 

 

中部業務部長     紀藤 哲夫    宮崎支店長 

 

愛知東支店長     沢田 一男    欧州部長 

 

新潟自動車営業部長 小金 弘幸    愛知自動車営業第一部 第三課長 

 

新潟支店 特命部長 橋本 耕一郎   新潟自動車営業部長 

 

長野支店長      山口 亮     長野自動車営業部 特命部長 

（兼）長野支店 特命部長 

 



17 

 

北陸業務部長     湯口 浩徳    日本興亜損害保険株式会社 

公務部 担当部長 

 

金沢支店長      船木 一浩    岩手支店 特命部長 

 

兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 坂口 久明    四国保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

大阪自動車営業第一部長 清水 幸喜    北九州支店長 

 

大阪企業営業第一部長 橋本 巌     大阪企業営業第二部長 

 

大阪企業営業第二部長 山本 聡     日本興亜損害保険株式会社 

大阪企業営業第一部長 

（兼）大阪企業営業第二部長 

 

大阪北支店長     切替 和幸    京都支店 特命部長 

（兼）関西第二業務部 特命部長 

 

兵庫支店長      藤澤 建樹    千葉西支店 特命部長 

（兼）千葉業務部 特命部長 

 

関西第二業務部長     唐木 邦光    営業推進室長席付 特命部長 

[NKSJひまわり生命保険株式会社] 

 

関西保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 田中 栄     静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

京都企業営業部長     牛場 克彦    海外事業企画部 特命部長 

 

京都支店長     馬場 孝夫    栃木支店 特命部長 

 

奈良支店長      小林 康弘    本店自動車営業第三部 特命部長 

 

中国業務部長       浜中 勇治    営業推進室 特命部長 

 

四国業務部長     山田 壽一    岩手支店長 

 

高松支店長      上曽 博   北海道業務部長 

 

九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 杉浦 正     北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 
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九州自動車営業部長 高田 吉隆    奈良支店長 

 

福岡支店長     出村 吉章    大阪企業営業第一部長 

 

福岡中央支店長     古賀 昭彦    静岡支店 特命部長 

 

北九州支店長     重成 憲     滋賀支店 特命部長 

（兼）関西第二業務部 特命部長 

 

佐賀支店長     富田 久緒    大阪自動車営業第一部 特命部長 

（兼）大阪自動車営業第二部 特命部長 

（兼）神戸自動車営業部 特命部長 

 

宮崎支店長     石田 竜太郎   広報部 担当部長 

 

 

８． 取締役および執行役員の退任 

【２０１４年３月２６日付】 

   退任            坂本 淳一    執行役員 

関東本部副本部長 

（兼）茨城南支店長 

※2014年 3月 27 日付で株式会社損保ジャパン代理店サポート社長に就任予定 

 

【２０１４年３月２７日付】 

   退任            花澤 敏行    取締役常務執行役員 

※2014年 3月 28 日付で東京建物株式会社常勤監査役に就任予定 

 

 

【２０１４年３月３１日付】 

退任           三瓶 博二     専務執行役員 

※2014年 4月 1 日付で損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社社長に就任予定 

 

   退任            角 秀洋      取締役常務執行役員 

中部本部長 

※2014年 4月 1 日付で損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社社長に就任予定 

 

退任           佐々木 修     常務執行役員 

東京本部副本部長 

（兼）神奈川本部副本部長 

※2014年 4月 1 日付で日本興亜エージェンシーサービス株式会社社長に就任予定 

 

退任           牛込 達彦      常務執行役員 

 



19 

 

退任           竹林 久       取締役常務執行役員 

 

退任           原田 肇      常務執行役員 

東北本部長 

※2014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           花崎 和彦     常務執行役員 

関西第一本部副本部長 

※2014年 4月 1 日付でＮＫＳＪビジネスサービス株式会社社長に就任予定 

 

退任           川添 久彰     常務執行役員 

北陸本部長 

 

退任           楠美 信泰     常務執行役員 

静岡本部長 

※2014年 4月 1 日付でＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社専務に就任予定 

 

退任           豊島 達哉     執行役員 

東京中央支店長 

（兼）南東京支店 特命部長 

※2014年 4月 1 日付で株式会社損保ジャパン・クレジット社長に就任予定 

 

退任           中村 恵司     執行役員 

東アジア部長 

※2014年 4月 1 日付で株式会社損保ジャパン企業保険サービス社長に就任予定 

 

退任           伊藤 和之     執行役員 

お客さまサービス品質向上部長 

※2014年 4月 1 日付でＮＫＳＪビジネスサービス株式会社専務に就任予定 

 

退任           柴田 一眞     執行役員 

東京保険金サービス第二部長 

（兼）東京保険金サービス第一部 

特命部長 

 

退任           末廣 聡      執行役員 

                       京都支店長 

※2014年 4月 1 日付で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社長に就任予定 

 

以 上 
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別紙４ 

日本興亜損保 人事異動   

 

【２０１４年３月２７日付】 

執行役員の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

常務執行役員       大森 次也    常務執行役員 

関東本部長                 関東本部長 

（兼）茨城南支店長 

 

【２０１４年４月１日付】 

１.  代表取締役の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

 代表取締役副社長執行役員   磯谷 隆也        取締役専務執行役員 

 

 

２． 新任取締役候補 

  （新 職）        （氏 名）    （現 職） 

取締役常務執行役員        伊藤 源記        常務執行役員 

                                            関西第二本部長 

                                      （兼）関西第二業務部長 

 

取締役常務執行役員        田宮 弘志        執行役員 

                                            北海道本部長     

  

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     堀 政良     専務執行役員 

 

専務執行役員     荒井 啓隆    専務執行役員 

東京本部長 

 

専務執行役員     山口 裕之    専務執行役員  

             米州部長 

 

専務執行役員       高橋 正美    常務執行役員 

                関西第一本部長 

 

専務執行役員              北 修一          常務執行役員 

関西第一本部長                              四国本部長 

 

専務執行役員       東條 宏史    常務執行役員 

                                      （兼）公務部長 
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常務執行役員       福島 晃     常務執行役員 

東京本部長        埼玉本部長 

（兼）千葉本部副本部長 

 

常務執行役員       渡邊 貞弘    常務執行役員 

神奈川本部長                中国本部長 

 

常務執行役員      田村 康弘    常務執行役員 

中部本部長        神奈川本部長 

 

常務執行役員       重田 昇三    常務執行役員 

関西第二本部長        中部本部副本部長 

 

常務執行役員       大森 次也    常務執行役員 

関東本部長                 関東本部長 

（兼）茨城南支店長 

 

常務執行役員     江原 茂     常務執行役員 

東アジア部長 

 

常務執行役員       塚平 尚吾    執行役員 

東北本部長        九州本部副本部長 

 

 

常務執行役員      藤倉 雅人    執行役員 

米州部長            保有・再保険部長 

 

常務執行役員       米川 孝     執行役員 

                企業商品業務部長 

                （兼）海上保険室長 

 

常務執行役員      三輪 隆司    執行役員 

北海道本部長        総務部長 

 

執行役員         出口 裕康     執行役員 

東京中央支店長         経営企画部 特命部長 

 

取締役執行役員      苅和 光      取締役執行役員 

コンプライアンス部長     保険金サービス企画部長 

 

執行役員         桑田 憲吾     執行役員 

中国本部長         
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執行役員         尾﨑 眞二     執行役員 

埼玉本部長        

 

執行役員         大久 孝一     執行役員 

北陸本部長         東東京支店長 

 

執行役員         陶山 さなえ    執行役員 

コールセンター統括部長     ２４時間お客さま事故サポート部長 

 

 

４． 執行役員の選任 

  （新 職）        （氏 名）     （現 職） 

執行役員         和田 敏裕     神戸支店長 

静岡本部長        

 

執行役員         柏原 欣仁     損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ 

四国本部長               株式会社（出向） 

      

執行役員         細井 寿人     リスク管理部長 

リスク管理部長 

 

執行役員         松林 宏      本店営業第二部長  

企業営業第四部長        

 

執行役員         吉野 隆      欧州部 特命部長 

欧州部長                          

 

 

執行役員         森田 亮      横浜ベイサイド支店長 

企業営業企画部長             

（兼）神奈川本部副本部長 

 

執行役員         田中 順一     株式会社損害保険ジャパン 

海外事業企画部長              自動車開発第一部長 

 

執行役員         小嶋 信弘     経営企画部長 

NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（出向） 

（兼）経営企画部 特命部長 

 

執行役員         吉川 浩一     人事部 特命部長 

企業営業第七部長 
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５． 理事の異動 

（新 職）        （氏 名）     （現 職） 

理事                      岡田 幸一郎      理事 

そんぽ２４損害保険                          経営企画部 特命部長 

株式会社（出向）                                 

 

理事                      草野 弘          理事 

南アジア部 特命部長                        南アジア部 担当部長 

（ジャカルタ）                              

    

理事                      沢田 一男        理事 

愛知東支店長                                欧州部長 

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

 

理事                      中村 佳弘        理事 

横浜中央支店長                              本店営業第一部長 

   

６． 理事の選任 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

理事           山脇 逸雄    マーケティング部長 

損保ジャパン日本興亜               

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社（出向） 

       

      理事           大場 光修        本店営業第三部長 

南東京支店長               

       

理事                  松広 清          本店営業第四部長 

      総務部長 

 

      理事                   花島 伸治        栃木支店長 

栃木支店長              （兼）栃木自動車営業部 特命部長 

                                             

 

      理事            川井 雅信        中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長 

中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部長        （兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 

（兼）中部保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

 

      理事                  切替 和幸        京都支店 特命部長 

大阪北支店長                          （兼）関西第二業務部 特命部長 

                   

    

      理事             嶋田 浩          中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長        （兼）中国保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 
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７． その他の異動 

（新 職）        （氏 名）    （現 職） 

NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社  小竹 克彦    愛知東支店長 

（出向） 

 

NKSJひまわり生命保険      佐藤 亨     株式会社損害保険ジャパン 

株式会社（出向）               金沢支店長 

 

NKSJひまわり生命保険      空田 泰宏    物流開発部 開発部長 

株式会社（出向） 

 

NKSJひまわり生命保険      坂本 智義        人事部 課長 

株式会社（出向） 

＜部長扱い＞ 

 

そんぽ２４損害保険      戸田 次郎    北陸保険金サービス部 特命部長 

株式会社（出向）                       （兼）保険金サービス企画部 特命部長 

 

そんぽ２４損害保険         北村 徹          統合推進部 課長 

株式会社（出向） 

＜部長扱い＞ 

 

そんぽ２４損害保険         柴田 博史        そんぽ２４損害保険 

株式会社（出向）               株式会社（出向） 

＜部長扱い＞                                 ＜課長扱い＞ 

 

株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ         神保 幸男    関西保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ（出向）            （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

（兼）日本興亜ﾎｯﾄﾗｲﾝ 24株式会社（出向）              

 

日本興亜ﾎｯﾄﾗｲﾝ 24株式会社  内田 兼司    経営企画部 担当部長 

（出向）                   ＜部長扱い＞ 

（兼）株式会社損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ(出向) 

 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜         高田 淳子    コンプライアンス部長 

ｷｬﾘｱﾋﾞｭｰﾛｰ株式会社（出向） 

                

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険     山口 直人    千葉支店 特命部長 

ｻｰﾋﾞｽ株式会社（出向）              （兼）千葉業務部 特命部長 

 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険   岩田 泰明    和歌山支店 特命部長 

ｻｰﾋﾞｽ株式会社（出向）                 （兼）関西第二業務部 特命部長 
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損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険   重元 亨太    愛媛支店 特命部長 

      ｻｰﾋﾞｽ株式会社（出向）    

 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険   土居 伸行    神奈川自動車営業部 特命部長 

ｻｰﾋﾞｽ株式会社（出向） 

 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険   伊藤 真司    千葉自動車営業部 特命部長 

ｻｰﾋﾞｽ株式会社（出向）  

 

経営企画部長        浜田 昌宏    統合推進部長 

 

経営企画部 特命部長  司波 卓     経営企画部 課長 

 

統合推進部長      戸田 光一    統合推進部 特命部長 

 

お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部長  大出 剛     企業商品業務部 特命部長 

 

調査部 特命部長    岡田 一郎    広報部 課長 

 

人事部 特命部長      勝沢 誠     本店業務部長 

 

本店ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長        遠藤 秀憲    米州部長席付 特命部長 

（南米安田） 

 

千葉ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長    稲垣 政春    信越保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

            （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

北海道ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長  有馬 昌彦    九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第三部 特命部長 

（兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 

        （兼）九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 特命部長 

                    （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

関東ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長      根岸 護        ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 

（出向）人事総務部長 

 

静岡ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長     楠 敦      千葉保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

                    （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

関西第一ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部長  津田 実     仙台自動車営業部 特命部長 

（兼）仙台支店 特命部長 

 

リスク管理部  保険計理人  荒川 宏     NKSJ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（出向） 

リスク管理部 特命部長   
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リスク管理部 特命部長  金子 洋巳    自動車業務部 担当部長 

                    （兼）個人商品業務部 担当部長 

 

個人商品業務部       梶江 正人    自動車業務部 課長 

特命部長 

 

特約火災保険部長      松村 勉     兵庫支店 特命部長 

 

企業商品業務部長      斉藤 正彦    リスク管理部 特命部長 

 

海上保険室長      吉田 誉     海外事業企画部 担当部長 

 

保有・再保険部長     越川 志穂    保有・再保険部 課長 

 

保有・再保険部 特命部長   中村 耕三    保有・再保険部 担当部長 

 

営業企画部 特命部長  浪川 洋一    岐阜支店 担当部長 

 

NKSJひまわり生命保険      中島 康将    北陸業務部 特命部長 

株式会社（出向）            （兼）福井支店 特命部長 

 

企画開発部長 矢野 功     福岡支店長 

 

秋田ｺｰﾙｾﾝﾀｰ室長 吉本 章人    北陸業務部長 

 

お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ室長  野村 幸弘    東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長 

 

保険金サービス企画部長   角川 信一     株式会社損害保険ジャパン 

                                                   本店営業第二部長 

 

保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部    松川 辰也    ２４時間お客さま事故ｻﾎﾟｰﾄ部 

特命部長                   特命部長 

 

損害調査企画室長      荒川 和昭    東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部 

車両技術調査室長 

 

ＩＴ推進室長        水野 洋一      ＩＴ企画部 リーダー 

 

投融資部長         吉田 健一     運用企画部 担当部長 

  

南アジア部（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ）  川内 雄次     南アジア部（バンコク） 

特命部長                   担当部長 
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南アジア部（バンコク）   斎藤 滋夫     人事部 課長 

特命部長 

 

南アジア部（ムンバイ）  長岡 威年    東アジア部（香港） 

特命部長                  特命部長 

 

南アジア部（ハノイ）    岡田 潔     海上保険室 特命部長 

特命部長 

 

東アジア部（香港）   橋場 慶太    東アジア部 香港支店 

特命部長                  課長 

 

本店自動車保険金      三宅 信一郎   本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部 

ｻｰﾋﾞｽ部長                  特命部長 

（兼）火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部 

                特命部長 

                （兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

火災新種専門保険金     長本 尚弘    九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

医療保険金ｻｰﾋﾞｽ部長  野沢 真理     火災新種専門保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

  

物流開発部 営業部長       宮原 泰史     南東京支店長 

 

物流開発部 開発部長  清崎 肇      東アジア部（香港）事務所長 

 

自動車開発第一部長  海老原 崇    海外事業企画部（ムンバイ） 

特命部長 

 

金融法人第二部長    和気 邦好    名古屋企業営業部 特命部長 

 

企業営業第一部長      清水 範之    株式会社損害保険ジャパン 

金融法人開発部長 

 

企業営業第五部長      中井 徹     本店営業第五部長 

 

企業営業第六部長    水口 敦志    海外事業企画部長 

 

企業営業第八部長    野村 幸一郎   株式会社損害保険ジャパン 

本店営業第三部長 

 

   東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部長  斉藤 憲克    保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 課長 
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東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長  近藤 高史    関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

 

本店自動車営業第一部長  宮原 秀樹    大阪北支店 特命部長 

                      （兼）大阪支店 特命部長 

 

ＳＳ営業開発部長      田澤 好彦    新潟自動車営業部 特命部長 

 

東東京支店長        上原 一信    広島支店 特命部長 

 

西東京支店長      高橋 洋次    佐賀支店長 

 

横浜ベイサイド支店長  斎藤 仁     茨城自動車・法人営業部 特命部長 

 

北海道業務部長      松本 康宏    お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部 

担当部長 

 

岩手支店長      本橋 義宏    岩手支店 担当部長 

 

福島支店長         佐藤 政文    営業推進室 特命部長 

 

関東業務部長        中西 泰三    徳島支店 徳島支社 担当部長 

 

関東保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長  西岡 克敏    大阪自動車営業第一部長 

 

茨城南支店長      林 大介     東北海道支店 特命部長 

 

栃木自動車営業部長  外山 邦夫    京都自動車営業部長 

 

群馬支店長       最上 啓一    横浜中央支店長 

 

静岡支店長         新井 勉    営業企画部 特命部長 

 

中部業務部長      紀藤 哲夫    宮崎支店長 

 

新潟自動車営業部長  小金 弘幸    愛知自動車営業第一部 第三課長 

 

新潟支店 特命部長  橋本 耕一郎   新潟自動車営業部長 

 

長野支店長      山口 亮      長野自動車営業部 特命部長 

（兼）長野支店 特命部長 

北陸業務部長     湯口 浩徳    公務部 担当部長 

 

金沢支店長      船木 一浩    岩手支店 特命部長 
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大阪保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長  西川 隆     本店自動車保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 

 

兵庫保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 坂口 久明    四国保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

大阪自動車営業第一部長 清水 幸喜    北九州支店長 

 

大阪企業営業第一部長 橋本 巌     株式会社損害保険ジャパン 

大阪企業営業第二部長 

 

大阪企業営業第二部長 山本 聡     大阪企業営業第一部長 

（兼）大阪企業営業第二部長 

 

神戸支店長        本保 順次    株式会社損害保険ジャパン 

本店営業第一部長 

 

兵庫支店長      藤澤 建樹    千葉西支店 特命部長 

（兼）千葉業務部 特命部長 

 

関西第二業務部長     唐木 邦光    NKSJひまわり生命保険株式会社 

（出向）特命部長 

 

関西保険金ｻｰﾋﾞｽ部長 田中 栄     静岡保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

京都企業営業部長     牛場 克彦    海外事業企画部 特命部長 

 

京都支店長     馬場 孝夫    栃木支店 特命部長 

 

奈良支店長      小林 康弘    本店自動車営業第三部 特命部長 

 

中国業務部長       浜中 勇治    営業推進室 特命部長 

 

四国業務部長     山田 壽一    岩手支店長 

 

高松支店長      上曽 博   北海道業務部長 

 

九州保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 杉浦 正     北海道保険金ｻｰﾋﾞｽ部 特命部長 

（兼）保険金ｻｰﾋﾞｽ企画部 特命部長 

 

九州自動車営業部長 高田 吉隆    奈良支店長 
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福岡支店長     出村 吉章    株式会社損害保険ジャパン 

    大阪企業営業第一部長 

 

福岡中央支店長     古賀 昭彦    静岡支店 特命部長 

 

北九州支店長     重成 憲     滋賀支店 特命部長 

（兼）関西第二業務部 特命部長 

 

佐賀支店長     富田 久緒    大阪自動車営業第一部 特命部長 

（兼）大阪自動車営業第二部 特命部長 

（兼）神戸自動車営業部 特命部長 

 

宮崎支店長     石田 竜太郎   広報部 担当部長 

              

 

８． 取締役および執行役員の退任 

【２０１４年３月２６日付】 

   退任            坂本 淳一     執行役員 

関東本部副本部長 

（兼）茨城南支店長 

※2014年 3月 27 日付で株式会社損保ジャパン代理店サポート社長に就任予定 

 

【２０１４年３月２７日付】 

   退任           花澤 敏行     常務執行役員 

※2014年 3月 28 日付で東京建物株式会社常勤監査役に就任予定 

 

【２０１４年３月３１日付】 

 

退任           三瓶 博二    専務執行役員 

※2014年 4月 1 日付で損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社社長に就任予定 

 

退任           角 秀洋     常務執行役員 

       中部本部長 

※2014年 4月 1 日付で損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社社長に就任予定 

 

退任           佐々木 修    常務執行役員 

                      東京本部副本部長 

                   （兼）神奈川本部副本部長 

※2014年 4月 1 日付で日本興亜エージェンシーサービス株式会社社長に就任予定 

 

退任           牛込 達彦    常務執行役員 

 

退任           竹林 久     常務執行役員 



31 

 

退任           原田 肇     常務執行役員 

                      東北本部長 

※2014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           花崎 和彦    常務執行役員 

                      関西第一本部副本部長 

※2014年 4月 1 日付でＮＫＳＪビジネスサービス株式会社社長に就任予定 

 

退任           川添 久彰    常務執行役員 

                      北陸本部長 

 

退任           楠美 信泰    常務執行役員 

                      静岡本部長 

※2014年 4月 1 日付で NKSJひまわり生命保険株式会社専務に就任予定 

 

退任           豊島 達哉    執行役員 

                      東京中央支店長 

                   （兼）南東京支店 特命部長 

※2014年 4月 1 日付で株式会社損保ジャパン・クレジット社長に就任予定 

 

退任           中村 恵司    執行役員 

                      東アジア部長 

※2014年 4月 1 日付で株式会社損保ジャパン企業保険サービス社長に就任予定 

 

退任           伊藤 和之    取締役執行役員 

                      お客さまｻｰﾋﾞｽ品質向上部長 

※2014年 4月 1 日付でＮＫＳＪビジネスサービス株式会社専務に就任予定 

 

退任           柴田 一眞    執行役員 

                      東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第二部長 

                   （兼）東京保険金ｻｰﾋﾞｽ第一部 特命部長 

 

退任           末廣 聡     執行役員 

                      京都支店長 

※2014年 4月 1 日付で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社長に就任予定 

 

以 上 
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別紙５ 

新任代表取締役の略歴 

 

１．ＮＫＳＪホールディングス株式会社 

氏 名 略 歴 

辻
つじ

  伸
しん

 治
じ

 

昭和31年12月10日生 

昭和54年４月 

 

平成14年12月 

平成16年１月 

平成16年４月 

平成20年４月 

平成21年４月 

平成23年６月 

平成24年４月 

安田火災海上保険株式会社 

（現株式会社損害保険ジャパン）入社 

同社南東京支店長 

同社コーポレートコミュニケーション企画部担当部長 

同社コーポレートコミュニケーション企画部長 

同社執行役員カスタマーサービス部長 

同社常務執行役員 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員 

同社取締役専務執行役員（現職） 

 

２．株式会社損害保険ジャパン 

氏 名 略 歴 

西
にし

 澤
ざわ

 敬
けい

 二
じ

 

昭和33年２月11日生 

昭和55年４月 

 

平成15年７月 

平成18年４月 

平成20年４月 

平成22年４月 

平成22年６月 

平成23年10月 

平成23年11月 

平成24年６月 

平成25年４月 

安田火災海上保険株式会社 

（現株式会社損害保険ジャパン）入社 

同社富山支店長 

同社自動車業務部長 

同社執行役員営業企画部長 

同社常務執行役員 

同社取締役常務執行役員 

同社取締役常務執行役員自動車業務部長 

同社取締役常務執行役員 

ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役執行役員（現職） 

株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員（現職） 

日本興亜損害保険株式会社専務執行役員（現職） 

 

３．日本興亜損害保険株式会社 

氏 名 略 歴 

磯
いそ

 谷
がい

 隆
たか

 也
や

 

昭和29年５月６日生 

昭和54年４月 

 

平成15年４月 

平成17年６月 

平成20年６月 

平成21年８月 

平成22年４月 

平成24年６月 

平成25年４月 

 

日本火災海上保険株式会社 

（現日本興亜損害保険株式会社）入社 

同社保証保険管理室長 

同社人事部長 

同社執行役員人事部長 

同社執行役員 

同社常務執行役員 

同社取締役常務執行役員 

同社取締役専務執行役員（現職） 

株式会社損害保険ジャパン専務執行役員（現職） 

以 上 


