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役員の異動、選任に関するお知らせ 

 

本日、当社取締役会におきまして、２０２２年４月１日付での役員の異動、選任について決定いたしました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

１．執行役、執行役員の異動 

【２０２２年４月１日付（予定）】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

グループＣＨＲＯ 

執行役専務 

人事部長 

原 伸一 グループＣＨＲＯ 

執行役常務 

人事部長 

グループＣＥＲＯ 

（グループＣＥＯ首席補佐役） 

執行役常務 

石川 耕治 執行役員 

秘書部長 

※グループＣＨＲＯは、Group Chief Human Resource Officerを指します。 

※グループＣＥＲＯは、Group Chief External Relations Officerを指します。 

２．執行役、執行役員の選任 

【２０２２年４月１日付（予定）】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

グループＣＩＯ 

執行役 

ＩＴ企画部長 

川添 太誠 ＩＴ企画部長 

執行役員 

（グループ Ｄｅｐｕｔｙ ＣＦＯ 

財務企画部長） 

山口 力 財務統括部長 

 

※グループＣＩＯは、Group Chief Information Officerを指します。 

※グループＤｅｐｕｔｙ ＣＦＯは、Group Deputy Chief Financial Officerを指します。 

  



３．その他の退任予定執行役、執行役員 

【２０２２年３月２２日付（予定）】 

 （氏 名） （現 職） 

退任 小林 卓人 執行役員 

シニアマーケット事業部長 

 

【２０２２年３月３１日付（予定）】 

 （氏 名） （現 職） 

退任 ジョン・チャーマン 

（John R. Charman） 

執行役 

退任 尾股 宏 グループＣＤＭＯ、グループＣＩＯ 

執行役常務 

退任 有働 隆登 執行役 

内部監査部長 

退任 松田 秀康 注 執行役 

ヘルスケア領域担当 

ヘルスケア事業開発部長 

退任 黒田 泰則 執行役員 

経理部長 

※グループＣＤＭＯは、Group Chief Data Marketing Officerを指します。 

※グループＣＩＯは、Group Chief Information Officer を指します。 

 

注 松田氏は、執行役を退任後、2022年 4月 1日付にて経営企画部特命部長に選任予定です。 

 

４．（ご参考）執行役、執行役員一覧表 

 上記異動を踏まえた、２０２２年４月１日付の執行役、執行役員体制は以下の通りです。 

【２０２２年４月１日付（予定）】 

（氏 名） （役 職） 

櫻田 謙悟 グループＣＥＯ 

取締役 

代表執行役会長 

奥村 幹夫 グループＣＯＯ 

代表執行役社長 

白川 儀一 国内損害保険事業オーナー 

執行役 

ジェイムス・シェイ 

(James Shea) 

海外保険事業オーナー 

執行役 

大場 康弘 国内生命保険事業オーナー 

執行役 

 



（氏 名） （役 職） 

遠藤 健 介護・シニア事業オーナー 

執行役 

楢﨑 浩一 デジタル事業オーナー 

執行役専務 

ナイジェル・フラッド 

(Nigel Frudd) 

グループＣＶＣＯ 

海外Ｍ＆Ａ統括 

執行役員専務 

濵田 昌宏 グループＣＦＯ 

グループＣＳＯ 

執行役専務 

原 伸一 グループＣＨＲＯ 

執行役専務 

人事部長 

石川 耕治 グループＣＥＲＯ（グループＣＥＯ首席補佐役） 

執行役常務 

アルバート・チュー 

(Albert Chu) 

グループＣＤＯ 

執行役員 

魚谷 宜弘 グループＣＲＯ 

執行役 

下川 亮子 グループＣＳｕＯ 

執行役 

新甚 博史 グループＣＰＲＯ 

執行役 

広報部長 

川添 太誠 グループＣＩＯ 

執行役 

ＩＴ企画部長 

川内 雄次 執行役員常務 

グローバル経営推進部長 注 1 

田尻 克至 執行役員常務 

海外リテールプラットフォーム担当 

久米 康樹 介護・シニア副事業オーナー 

執行役員 

鷲見 隆充 執行役員 注 2 

山口 力 執行役員 

グループ Ｄｅｐｕｔｙ ＣＦＯ 

財務企画部長 注 3 

 

 



注１：同日付で「海外事業企画部」を「グローバル経営推進部」に変更します。 

注２：鷲見氏は、同日付でＳＯＭＰＯケア代表取締役社長ＣＯＯに就任予定です。 

注３：同日付で「財務統括部」を「財務企画部」に変更します。 

 

※各役職の正式名称は以下の通りです。 

グループＣＥＯ   ：Group Chief Executive Officer 

グループＣＯＯ   ：Group Chief Operating Officer 

グループＣＶＣＯ  ：Group Chief Value Communication Officer 

グループＣＦＯ   ：Group Chief Financial Officer 

グループＣＳＯ   ：Group Chief Strategy Officer 

グループＣＨＲＯ  ：Group Chief Human Resource Officer 

グループＣＥＲＯ  ：Group Chief External Relations Officer 

グループＣＤＯ   ：Group Chief Digital Officer 

グループＣＲＯ   ：Group Chief Risk Officer 

グループＣＳｕＯ  ：Group Chief Sustainability Officer 

グループＣＰＲＯ  ：Group Chief Public Relations Officer 

グループＣＩＯ   ：Group Chief Information Officer 

 

 

氏 名 

（生年月日） 
略 歴 

川添 太誠 
（1967年12月4日生） 

1992年 愛知産業株式会社入社 

1993年 U.S. NAVAL AIR FACILITY ATSUGI 勤務 

2000年 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON SECURITIES (JAPAN) LIMITED入社 

2005年 JPMORGAN TRUST BANK LIMITED入社 

2007年 MORGAN STANLEY JAPAN GROUP入社 

2014年 アクサ生命保険株式会社入社 

2019年 同社 Chief Security Officer 

2020年 5月 SOMPOホールディングス株式会社入社 IT企画部特命部長 

2021年 4月 当社 IT企画部長（現職） 

山口 力 
（1966年10月6日） 

1990年 4月 株式会社富士銀行入行 

2016年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ IR部長 

2020年 4月 SOMPOホールディングス株式会社入社 

      財務統括部長（現職） 

 

 

以上 

 


