
２０２０年２月１４日 

ＳＯＭＰＯ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 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ執行役社長 櫻田 謙悟）および損害保険

ジャパン日本興亜株式会社（取締役社長 西澤 敬二）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。 

 なお、損害保険ジャパン日本興亜株式会社は２０２０年４月１日付で損害保険ジャパン株式会社

へ商号を変更する予定です。 

Ⅰ．組織変更（２０２０年４月１日付） 

別紙のとおり 

  別紙１ 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２ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

別紙３ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

以 上 



別紙１ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（※） 組織変更(２０２０年４月１日付) 

（※）２０２０年４月１日付で損害保険ジャパン株式会社へ商号変更予定。 

中期経営計画の進捗およびマーケット環境に応じた体制構築の観点で、次のとおり組織変更を行う。 

１．営業部門 

・「札幌法人営業部」を廃止する。 

２．保険金サービス部門 

・「関東保険金サービス第一部」と「関東保険金サービス第二部」を統合し「関東保険金サービス

部」とする。 

以 上



別紙２ 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 人事異動 

（２０２０年４月１日付） 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

執行役 

内部監査部長 

有働 隆登 執行役 

経営企画部特命部長 



別紙３ 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（※） 人事異動 

（※）２０２０年４月１日付で損害保険ジャパン株式会社へ商号変更予定。 

１．代表取締役の選定 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

代表取締役専務執行役員 細井 壽人 取締役専務執行役員 

２．新任取締役候補 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

取締役執行役員 酒井 香世子 執行役員 

内部監査部長 

取締役執行役員 白川 儀一 執行役員 

経営企画部長 

３．取締役および執行役員の異動 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

副社長執行役員 米川 孝 専務執行役員 

関西第一本部長 

専務執行役員 

関西第一本部長 

森田 亮 専務執行役員 

取締役専務執行役員 浦川 伸一 取締役常務執行役員 

常務執行役員 

神奈川本部長 

埼玉本部長 

千葉本部長 

静岡本部長 

山口 和寿 常務執行役員 

神奈川本部長 

静岡本部長 



常務執行役員 髙岸 弘佳  執行役員 

甲信越本部長 

北陸本部長 

常務執行役員 高山 知士 執行役員 

北九州支店長 

常務執行役員 

関東本部長 

甲信越本部長 

北陸本部長 

荒井 英一 執行役員 

東北本部長 

常務執行役員 

北海道本部長 

東北本部長 

梅本 武文 セゾン自動車火災保険 

株式会社 

代表取締役社長 

執行役員 村木 正大 執行役員 

埼玉本部長 

千葉本部長 

※村木 正大氏は 2020年 4月 1日付で損保ジャパンＤＣ証券株式会社（現 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券 

株式会社）の社長に就任予定です。 

執行役員 桜井 淳一 執行役員 

北海道本部長 

※桜井 淳一氏は 2020年 4月 1日付でＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社の社長に就任予定です。 

執行役員 

中部保険金サービス部長 

林 祥晃 執行役員 

執行役員 

南東京支店長 

中島 康将 執行役員 

営業企画部長 

４．執行役員の選任 

【２０２０年４月１日付】 

（新 職） （氏 名） （現 職） 

執行役員 

企業営業第一部長 

大田 徹哉 企業営業第一部長 

執行役員 

札幌支店長 

山下 敦志 自動車営業推進部長 

執行役員 

東京保険金サービス部長 

中田 益見 保険金サービス企画部長 



執行役員 

再保険室長 

槙 絵美子 再保険室長 

執行役員 

千葉支店長 

水越 真一郎 千葉支店長 

執行役員 

ビジネスプロセス革新部長 

山本 謙介 リテール商品業務部長 

執行役員 

経営企画部長 

安藤 維康 ビジネスプロセス革新部長 

５．代表取締役、取締役および執行役員の退任 

【２０２０年３月２５日付】 

（氏 名） （現 職） 

退任 橋本 巌 常務執行役員 

関東本部長 

※橋本 巌氏は 2020 年 3 月 26 日付でキヤノンマーケティングジャパン株式会社の新任常勤監査役候補と

なっております。 

【２０２０年３月３１日付】 

（氏 名） （現 職） 

退任 佐藤 史朗 代表取締役 

副社長執行役員 

※佐藤 史朗氏は 2020年 4月 1日付でセゾン自動車火災保険株式会社の社長に就任予定です。 

退任 伊東 正仁 取締役専務執行役員 

退任 三宅 信一郎 執行役員 

退任 戸田 光一 執行役員 

札幌支店長 

※戸田 光一氏は 2020年 4月 1日付でＳＯＭＰＯコーポレートサービス株式会社（現 ＳＯＭＰＯビル 

マネジメント株式会社）の社長に就任予定です。 

退任 山崎 和久 執行役員 

業務品質 

・コンプライアンス部長 



退任 有働 隆登 執行役員 

調査部長 

※有働 隆登氏は 2020年 4月 1日以降も引き続き、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の執行役を 

務めます。 

退任 田尻 克至 執行役員 

海外事業企画部特命部長 

※田尻 克至氏は 2020年 4月 1日以降も引き続き、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の執行役を 

務めます。 


