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組織変更・人事異動について 

 
 
株式会社損害保険ジャパン（社長 櫻田 謙悟）では、２０１１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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Ⅰ．組織変更（２０１１年４月１日付け） 
２０１１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 
  最重要の戦略目標である「お客さま評価日本一」の実現に向け、機動的かつ効率的な

体制を構築するため、以下の方針に則り、本社組織を改編します。 
（１）「３つの日本一」の実現 

   「お客さま評価日本一」を支える「魅力的な人材日本一」「シンプルでスピード感 
日本一」および「サービス産業への転換」の実現に向け、機動的な意思決定・推進を

行える体制を構築します。 
（２）業績日本一の実現 
 厳しい事業環境の中でも、マーケットの変化を的確にとらえ、企業の成長を実現 
するため、機動的な組織対応が行える体制を構築します。 

（３）統合シナジーの早期かつ確実な発揮 
  統合シナジーの早期かつ確実に発揮に向け、必要な機能移管を行うとともに、 
機動的な検討が行える体制を構築します。 

（４）効率的な部門運営の実現 
   部門毎の機能発揮状況をふまえ、適切かつ効率的な運営を行う体制を構築します。 
 
＜組織の変更・廃止＞ 
・サービス産業への転換に関する検討を加速するとともに、損害保険事業および成長 

事業の営業戦略の策定機能、アプローチ手法の企画立案機能を強化するため、 

「マーケット開発部」の分掌を変更するとともに「マーケット企画部」に名称変更 

します。 

・募集チャネル支援機能を集約し、チャネルに対する機動的かつ効率的な支援・推進を  

行うとともに、専業チャネル、整備工場チャネル、金融機関チャネルの募集品質向上

に向けた取り組みを一体で推進するため、「金融機関推進部」を廃止し、「代理店業務

企画部金融機関推進室」（代理店業務企画部の部内室（部レベルの室））とします。 

・損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントへの資産運用フロント業務の移管に伴い

「グローバル運用部」を廃止します。 

 

＜組織の新設＞ 

・人事部の部内室（部レベルの室）として「人材開発室」を新設し、「人事部」から 

人材採用・育成、ダイバーシティ推進の機能を移管するとともに、サービスセンター  

部門の人材育成に関する企画立案機能を移管します。 

 

・共済マーケットなどの開拓や、これに対する企画立案を進めるため、「団体組織 

企画部」を新設します。 



・産業構造変化が激しい自動車産業に対する機動的、かつ、タイムリーな企画立案を 

行うため、「営業企画部」所管の自動車メーカー支援機能、「代理店業務企画部」所管  

のディーラーシステム関連機能、「自動車開発第一部」の海外ディーラー支援機能を

集約し、「自動車産業企画部」を新設します。 

・事務企画部の部内室（部レベルの室）として、以下を目的とする「業務プロセス革新 

企画室」を新設します。 

（１）サービスセンター、会計分野における業務プロセス・事務手続きの抜本的な 

見直し、および日本興亜損害保険株式会社との業務プロセス・事務手続きの統合

に向けた検討 

（２）ビジネス・プロセス・アウトソーシング活用に関する企画機能の集約 

 

２．サービスセンター部門 

  事故サポートデスク機能の集約化のため、「２４時間サービスセンターサポート部 

東京コールセンター室」を部レベルの部内室から、「２４時間サービスセンター 

サポート部」内の課レベルの部内室に変更します。 

また、管理スパンの適正化や専門保険種目の対応強化の観点から、部レベルの 

部内室である「本店火災新種サービスセンター部医療保険室」を部である「医療保険

サービスセンター部」に変更し、「本店火災新種サービスセンター部火災新種専門 

サービスセンター室」（部レベルの部内室）を新設します。 

 

３．地区業務監査部門 

 地区業務監査室の大括り化により監査機能を集約することで、監査品質をより一層  

向上させるため、「業務監査部本店・首都圏業務監査室」、「業務監査部北海道業務 

監査室」、「業務監査部東北業務監査室」、「業務監査部東日本業務監査室」を統合し 

「業務監査部東京業務監査室」を新設、また、「業務監査部名古屋業務監査室」、 

「業務監査部関西業務監査室」、「業務監査部中国業務監査室」、「業務監査部四国業務   

監査室」を統合し「業務監査部大阪業務監査室」を新設します。 

 

※業務監査部九州業務監査室は変更しません。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．地区業務部門 
 「お客さま評価日本一」の実現を目指し、従来以上に地域に密着した事業活動を展開

するため、地区業務部を再編します。 

 
※北海道業務部、東北業務部、中部業務部、中国業務部、四国業務部、九州業務部は 
変更しません。 

 
５．営業部門 

  「大阪金融公務部」を新設し、「大阪企業営業第一部開発室」、「北大阪支店金融 

営業課」を移管します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地区業務部 
地区本部 

旧 新 

東京本部 東京業務部 

神奈川本部 神奈川業務部 

埼玉本部 

千葉本部 

首都圏業務部 

埼玉・千葉業務部 

関東本部 関東業務部 

信越本部 
東日本業務部 

北陸本部 
信越・北陸業務部 

関西第一本部 関西第一業務部 
関西第二本部 

関西業務部 
関西第二業務部 



Ⅱ．人事異動 

 

【２０１１年４月１日付け】 

１． 代表取締役の選定 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

代表取締役        吉滿 英一     取締役 

専務執行役員                 専務執行役員            

 

 

２． 代表取締役の異動 

  （新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

代表取締役副社長執行役員 石井 雅実     代表取締役専務執行役員          

関西第一本部長                関西第一本部長               

 

 

３． 取締役および執行役員の異動  

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

専務執行役員       福澤 秀浩     常務執行役員               

九州本部長                  九州本部長                 

                                              

常務執行役員       石澤 英人     常務執行役員               

中国本部長                  中国本部長                 

                    （兼）四国本部長 

 

常務執行役員       田島 幸広     常務執行役員               

神奈川本部長                                        

 

常務執行役員       原口 秀夫     常務執行役員                

                       企業営業第三部長 

 

 

 

 



常務執行役員       岡﨑 和夫     常務執行役員               

東京本部長                  神奈川本部長                

                    （兼）埼玉本部長                 

                    （兼）千葉本部長                 

                                              

常務執行役員       奥 雄二郎     常務執行役員               

関東本部長                  関東本部長                 

                    （兼）信越本部長                 

 

常務執行役員       馬場 忠      執行役員                

国際企画部(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)担当部長         

                    （兼）経営企画部 担当部長              

                                              

常務執行役員       川瀬 治      執行役員                 

※日本財産保険(中国)有限公司              国際企画部長席付 担当部長          

 社長兼任                            [日本財産保険(中国)有限公司] 
                                              

常務執行役員       高橋 正美     執行役員（休職） 

※損保ジャパンアメリカ社長兼任             [損保ジャパンアメリカ]            

                                              

常務執行役員       北 修一      執行役員                 

四国本部長                  茨城支店長                 

    

常務執行役員       小林 一也     執行役員                 

関西第二本部長                横浜支店長                 

                                             

常務執行役員       福島 晃      執行役員                 

埼玉本部長                  新潟支店長                 

（兼）千葉本部長                                         

                                              

執行役員         佐藤 史朗     執行役員                 

自動車産業ﾏｰｹｯﾄ推進担当            札幌支店長                 

                                             

執行役員         塙 昌樹      執行役員                 

経営企画部長                 経営企画部長                

                    （兼）お客さまサービス品質向上室長        



４．  執行役員の選任 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

    

執行役員         五日市 喬弘    理事                   

信越本部長                  岡山支店長                 

（兼）北陸本部長                                        

 

執行役員         川添 久彰     企業営業第二部長              

企業営業第三部長                             

 

執行役員         神内 昌宏     理事                   

北海道本部長                 本店営業第一部長              

                                              

執行役員         渡辺 貞弘      企業営業第一部長              

茨城支店長                                     

 

執行役員         坂本 剛      東京サービスセンター業務部長        

東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長                                    

                                              

執行役員         布施 康       自動車業務部長               

自動車業務部長                                  

 

執行役員         田村 康弘     ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ企画部長 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ企画部長              

 

執行役員         江原 茂      企業商品業務部長              

企業商品業務部長                              

                                              

執行役員         楠美 信泰     静岡支店長                 

鹿児島支店長                 

 

執行役員         豊島 達哉      大阪自動車営業第一部長           

東京中央支店長                                      

 

 

 



５．  理事の選任 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

理事           小坂 志郎     ＩＴ企画部長                 

ＩＴ企画部長                                        

                                              

理事           中村 恵司     本店営業第三部長 

国際企画部(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 担当部長                                      

                                              

理事           吉川 明夫     九州ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長         

関西ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長                               

                                             

理事           石田 隆造     熊本支店長                  

熊本支店長                                        

                                              

理事           北沢 宏幸     大阪自動車営業第二部長            

大阪自動車営業第二部長                                   

                                              

理事           田中 一久     本店自動車営業第二部長            

本店自動車営業第二部長                                   

                                              

理事 休職（出向）    後藤 昭夫     休職（出向）                 

   [損保ジャパンひまわり生命保険(株)]            [損保ジャパンひまわり生命保険(株)] 

                                              

理事           乗田 正      北大阪支店長                 

岡山支店長                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．  その他の異動 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

お客さまサービス品質向上室長  村木 正大     福島支店長                  

                                              

人材開発室長       中西 和博     自動車開発第三部刈谷営業課長         

                                             

業務監査部 担当部長   斉藤 正彦     企業商品業務部 リーダー 

（兼）個人商品業務部 リーダー 

                    （兼）海上保険室 リーダー   

                    （兼）経理部 リーダー 

 

東京業務監査室長     大武 真      東日本業務監査室長              

                                              

大阪業務監査室長     田口 裕和     中国業務監査室長               

                                              

九州業務監査室長     瀬古 昌和     四国業務部長                 

                                              

傷害医療保険室長     野間 豊史     個人商品業務部 担当部長          

                                              

札幌コールセンター室長  楠 敦       人事部 リーダー               

                                              

金融機関推進室長     馬場 孝夫      金融法人部開発室長 

                                             

団体組織企画部長     鈴木 弘和     山梨支店長                  

                                              

自動車産業企画部長    佐藤 浩      九州自動車営業部長              

                                              

損害調査能力開発室長   荻原 好景      中部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部 

車両技術室長      

                                                 

業務プロセス革新企画室長 清水 達紀     休職（出向）                 

                       [(株)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ] 

                                              

国際企画部(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)   鈴木 博英      国際企画部   

担当部長                    香港支店  担当部長              

                    （兼）国際企画部  担当部長 



24 時間ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ部長 小竹 克彦      24 時間ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ部長       

                    （兼）東京コールセンター室長            

                                              

火災新種専門ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ室長 野沢 真理      傷害医療保険室長   

                                              

本店営業第一部長     本保 順次      千葉支店長 

                                              

本店営業第三部長     佐藤 佳哉      九州業務部長  

                                              

本店営業第四部長     桜井 淳一      大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長         

                 

企業営業第一部長     尾崎 真二      横浜自動車営業部長 

                                              

企業営業第二部長     田村 丘       本店営業第四部長 

                                              

営業開発第一部長     長谷川 完      本店自動車営業第三部長            

                                              

東京業務部長       金杉 幹夫      首都圏業務部長                

 

本店自動車営業第三部長  小林 康弘      西東京支店八王子支社長            

                                              

横浜自動車営業部長    川瀬 秀哉      福島自動車営業部長              

                                              

横浜支店長        大山 敬三      鳥取支店長                  

               （兼）島根支店長 

                                              

埼玉・千葉業務部長    石田 寛之      首都圏業務部  担当部長            

                    （兼）神奈川本部  担当部長            

                    （兼）埼玉本部  担当部長              

                    （兼）千葉本部  担当部長 

                                              

埼玉支店長        宮嶋 健一郎     関西サービスセンター業務部長         

                  

千葉支店長        山口 直人      神戸自動車営業部長             

                                              

札幌支店長        野村 幸一郎     中部業務部長                 



                                              

南北海道支店長      斉藤 忠志      コンプライアンス部 担当部長 

（兼）中国業務部  担当部長 

（兼）四国業務部  担当部長    

                          

福島自動車営業部長    緒方 啓道     栃木自動車営業部第一課長 

 

福島支店長        松下 昌隆     岐阜支店大垣総合支社 

                       担当部長兼支社長          

                                              

関東業務部長       平塚 邦彦     金沢支店長                  

                                              

群馬自動車営業部長    横山 佳弘     青森支店弘前支社 

担当部長兼支社長          

                                              

山梨支店長        大橋 正嗣     仙台支店法人支社               

                       担当部長兼支社長          

                                              

静岡支店長        古賀 昭彦     営業開発第一部長               

                                              

中部業務部長       松原 正明     営業開発第二部第二課             

                       担当部長兼課長           

                                              

愛知自動車営業第一部長  岩田 章      中国業務部長                 

                                              

信越・北陸業務部長    甘利 武志     休職（出向） 

                       [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝひまわり生命保険(株)] 

                                              

三重支店長        樽井 久      徳島支店長                  

                                              

新潟自動車営業部長    田澤 好彦     長野支店飯田支社長              

                                             

新潟支店長        武田 博之     愛知自動車営業第一部長            

                

金沢支店長        近藤 浩之     札幌支店札幌北支社長             

                                              



大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 水本 優史      四国業務監査室長               

                  

兵庫ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   平賀 努       宮崎支店宮崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課            

                       担当部長兼課長           

                                              

大阪自動車営業第一部長  西岡 克敏      神奈川自動車営業部第一課長          

                                             

神戸自動車営業部長    山下 忠徳      北九州支店飯塚総合支社            

                       担当部長兼支社長 

 

大阪金融公務部長     大内 一到      休職（出向）                 

                       [ｾｿﾞﾝ自動車火災保険(株)] 

                                

北大阪支店長       宮原 秀樹      東日本業務部長                

                                              

京都自動車営業部長    増田 俊二      広島支店広島支社               

                       担当部長兼支社長          

                                              

中国業務部長       山崎 和久      調査部  担当部長               

                  

中国ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   塩見 俊和      本店自動車営業第二部第二課長  

                                              

鳥取支店長        原田 直       兵庫支店姫路総合支社             

（兼）島根支店長                  担当部長兼支社長 

                                              

徳島支店長        柴村 雅哉      東京中央支店五反田支社            

                       担当部長兼支社長   

                                              

高知支店長        吉岡 宏之      関西業務部  担当部長             

                                              

九州業務部長       重清 剛       兵庫サービスセンター業務部長         

             

九州ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 吉田 章       中国サービスセンター業務部長         

                

 

 



九州ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第三業務部長 有馬 昌彦      大阪コールセンター室リーダー         

                   （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)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊｰﾄﾌﾙﾗｲﾝ] 

（兼）大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二業務部ﾘｰﾀﾞｰ           

 

九州自動車営業部長        北原 一重      富山支店自動車営業課長 

 
なお、支店長・室長・担当部長はすべて部長と同格です。 
 

 

【２０１１年３月 4 日付け】 
   取締役および執行役員の異動 

  （新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

常務執行役員       原口 秀夫     常務執行役員 

   企業営業第三部長 

 
 
【２０１１年３月３１日付け】 
   取締役および執行役員の退任     
   退任           大岩 武史     取締役 
                          副社長執行役員 
    
   退任           遠藤 健      専務執行役員 

 

   退任           南部 實      常務執行役員 

 
   退任           古川 芳夫     常務執行役員 

※4月1日付で損保ジャパンひまわり生命保険株式会社取締役専務執行役員就任予定 
 

以上 
 
 


