
２０１６年２月１２日 

 

 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

                    損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 

 

 

組織変更・人事異動について 

 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（社長 櫻田 謙悟）および損害保険ジャパン

日本興亜株式会社（社長 二宮 雅也）では、別紙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（２０１６年４月１日付） 

別紙のとおり 

 

  別紙１ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

  別紙２ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

Ⅱ．人事異動 

  別紙のとおり 

 

  別紙３ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 

  別紙４ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

ＳＯＭＰＯホールディングスは損保ジャパン日本興亜ホールディングス

およびグループの略称です。 



別紙１  

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 組織変更 

 

次期中期経営計画の方向性を踏まえ、持株会社のグローバル・グループベースの対応力強化を

図るため、次の組織変更を行う。 

 

・「経営企画部」、「経営管理部」および「新事業開発部」を「経営企画部」および「経営管

理室」に再編する。 

・「デジタル戦略室」を新設する。 

・「介護事業部」を「介護・ヘルスケア事業部」に改称する。 

・「ＣＳＲ部」を「ＣＳＲ室」に改称する。 

・「海外再保険室」を新設する。 

・「米州部」および「欧州部」を「北米部」および「欧州・南米部」に再編する。 

 

 

以 上 

 

 

 



別紙２ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 組織変更 
 
１．基本方針 

  次期中期経営計画の方向性を踏まえ、次の組織変更を行う。 

  ・営業部門、保険金サービス部門においては、マーケットや地域特性等を踏まえ、持続的

にお客さま評価と生産性の向上を実現する体制を構築する。 

  ・本社部門においては、「徹底した現場支援」を通じて現場力の発揮による成長サイクル  

作りに取り組むとともに、新たな顧客接点や商品・サービスの構築の観点で一部組織の

再編を行う。 

 

２．組織変更の内容 

（１）営業部門 

・「新潟支店」を「新潟支店」と「長岡支店」に再編する。 

・「長野自動車営業部」を「長野・山梨自動車営業部」に改称する。 

 

 （２）保険金サービス部門 

・「東京保険金サービス第一部」と「東京保険金サービス第二部」を統合し、「東京保険

金サービス部」を設置する。 

・「大阪保険金サービス第一部」、「大阪保険金サービス第二部」、「兵庫保険金サービス部」

および「関西保険金サービス部」を「関西火災新種保険金サービス部」、「大阪自動車

保険金サービス部」、「兵庫保険金サービス部」および「関西保険金サービス部」に   

再編する。 

 

 （３）本社部門 

   ・「業務企画室」を「デジタル戦略部」に改称する。 

   ・「グループ会社管理室」を新設する。 

   ・「ＣＳＲ部」を「ＣＳＲ室」に改称する。 

   ・「自動車業務部」と「個人商品業務部」を統合し、「リテール商品業務部」を設置する。 

   ・「営業推進部」を新設する。 

   ・「自動車産業企画部」を「自動車営業推進部」に、「本店業務部」を「企業営業推進部」

に改称する。 

   ・「保有・再保険部」を「保有・再保険室」と「海外再保険室」に再編する。 

   ・「コールセンター統括部」を「カスタマーコミュニケーション企画部」に改称する。 

   ・「お客さま事故サポート室」を「お客さま事故サポート部」に改称する。 

・「米州部」および「欧州部」を「北米部」および「欧州・南米部」に再編する。 

 

        

                                   以 上 



別紙３ 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 人事異動 

 

 

【２０１６年４月 1 日付】 

１．取締役および執行役員の異動 

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

 取締役専務執行役員     江原 茂      取締役常務執行役員 

 東アジア部長                  海外事業企画部長 

 

 取締役           西澤 敬二     取締役副社長執行役員 

 

   取締役           竹本 尚一朗    取締役常務執行役員 

 

   常務執行役員        藤倉 雅人     常務執行役員 

                           米州部長（ニューヨーク） 

 

   常務執行役員        田中 順一     執行役員 

   欧州・南米部長（ロンドン）           欧州部 特命部長（ロンドン） 

                        （兼）東アジア部長 

 

   常務執行役員        小嶋 信弘     執行役員 

   南アジア部長（シンガポール）          南アジア部長（シンガポール） 

 

   執行役員          奥村 幹夫     執行役員 

                           経営企画部長 

 

 

２．執行役員の選任 

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

    常務執行役員        田村 康弘     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

                           取締役常務執行役員 

 

   常務執行役員        浦川 伸一     損害保険ジャパン日本興亜株式会社      

                           執行役員（休職） 

                           損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

                           代表取締役社長 

                           ＳＯＭＰＯｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

                           代表取締役社長 

 

 



   常務執行役員        吉川 浩一     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

                           執行役員 

                           企業営業第七部長 

 

   執行役員          花田 秀則     理事 

   経理部長                    経理部長 

 

   執行役員          水口 敦志     損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

   北米部長（ニューヨーク）            執行役員 

                           企業営業第六部長 

 

   執行役員          青木 潔      広報部長 

   広報部長    

 

   執行役員          浜田 昌宏     経営企画部 特命部長 

   経営企画部長 

 

注 1．田村 康弘氏は損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役常務執行役員であり、当社と常勤で兼職するた

めの認可を前提としています。 

注 2．浦川 伸一氏および吉川 浩一氏は 2016 年 4 月 1 日付けで損害保険ジャパン日本興亜株式会社の取締役常務

執行役員に就任する予定であり、当社と常勤で兼職するための認可を前提としています。 

注 3．浦川 伸一氏は（現 職）２社の代表取締役社長を継続します。 

 

 

【２０１６年３月３１日付】 

執行役員の退任 

               （氏 名）          （現  職）          

   退任            細井 寿人     執行役員 

                           リスク管理部長 

 

   退任            吉野 隆      執行役員 

欧州部長（ロンドン） 

 

   退任            中村 茂樹     執行役員 

人事部 特命部長 

                                                           

           以  上  



別紙４ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 人事異動 

 

【２０１６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  高橋 正美    代表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     藤倉 雅人    常務執行役員 

米州部長（ニューヨーク） 

 

取締役常務執行役員     米川 孝     常務執行役員 

関西第一本部長 

 

取締役常務執行役員     浦川 伸一    執行役員（休職） 

     損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

代表取締役社長 

        ＳＯＭＰＯｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 

代表取締役社長 

   ※（現 職）２社の代表取締役社長を継続します。 

 

取締役常務執行役員     和田 敏裕    執行役員 

静岡本部長 

 

取締役常務執行役員     細井 寿人    執行役員 

リスク管理部長 

 

取締役常務執行役員     吉川 浩一    執行役員 

企業営業第七部長 

 

 

３．取締役および執行役員の異動 

（新 職）         （氏 名）    （現 職） 

専務執行役員        渡邊 貞弘    常務執行役員 

神奈川本部長                 神奈川本部長 

（兼）静岡本部長 

 

 



取締役専務執行役員     江原 茂     取締役常務執行役員 

東アジア部長     海外事業企画部長 

 

常務執行役員        桑田 憲吾    常務執行役員 

     中国本部長 

 

常務執行役員        松林 宏     執行役員 

関西第二本部長                関西第二本部長 

 

常務執行役員        吉野 隆     執行役員 

     欧州部長（ロンドン） 

 

常務執行役員        森田 亮     執行役員 

     東北本部長 

 

常務執行役員        田中 順一    執行役員 

欧州・南米部長（ロンドン）     欧州部 特命部長（ロンドン） 

（兼）東アジア部長 

 

常務執行役員        小嶋 信弘    執行役員 

南アジア部長（シンガポール）      南アジア部長（シンガポール） 

 

常務執行役員        村田 徹     執行役員 

埼玉本部長                  千葉本部長 

（兼）千葉本部長 

 

執行役員          角川 信一    執行役員 

中国本部長                  保険金サービス企画部長 

 

執行役員          中村 茂樹    執行役員 

経営企画部長                 人事部長 

 

執行役員          泉 卓哉     執行役員 

業務品質部長                 滋賀支店長 

 

執行役員          水口 敦志    執行役員 

北米部長（ニューヨーク）        企業営業第六部長 

 

執行役員          重清 剛     執行役員 

東北本部長        地区サポート部長 

 



４．執行役員の選任 

（新 職）         （氏 名）    （現 職） 

執行役員          花田 秀則    理事 

経理部長                   経理部長 

 

執行役員          大山 敬三    理事 

関東本部長                  広島支店長 

 

執行役員          橋本 巌     大阪企業営業第一部長 

北海道本部長 

 

執行役員          三宅 信一郎   本店自動車保険金サービス部長 

大阪自動車保険金サービス部長 

 

執行役員          重元 亨太    休職（出向） 

営業企画部長        [損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜保険ｻｰﾋﾞｽ 

株式会社] 

 

執行役員          戸田 光一    中国業務部長 

地区サポート部長 

 

執行役員          青木 潔     広報部長席付 特命部長 

広報部長     [損保ジャパン日本興亜 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社]   

（兼）広報部長 

 

執行役員          野間 和子    人事部 特命部長 

熊本支店長 

 

 

【２０１６年３月３１日付】 

取締役および執行役員の退任 

         （氏 名）    （現 職）      

   退任             磯谷 隆也    代表取締役副社長執行役員 

 

   退任             北 修一     取締役専務執行役員 

関西第一本部長 

※2016年4月1日付で損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社社長に就任予定 

 

 退任             東條 宏史    専務執行役員 

 



   退任             塙 昌樹     取締役常務執行役員 

 

 退任             竹本 尚一朗   取締役常務執行役員 

 

   退任            田宮 弘志     常務執行役員 

 

   退任             三輪 隆司     常務執行役員 

北海道本部長 

※2016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            宇都宮 雄介   常務執行役員 

関東本部長 

※2016年4月1日付で損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株式会社社長に就任予定 

 

   退任            尾﨑 眞二    常務執行役員 

埼玉本部長 

 

以 上 

 

 


