
 

 
２０１０年３月５日 

 
 
 
 
 
 
 

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 佐藤 正敏）では、２０１０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（２０１０年４月１日付け） 
２０１０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 
 ＮＫＳＪホールディングス株式会社の設立、株式会社損保ジャパン調査サービス社の 

吸収合併などに対応するため、組織の改廃を行います。また、営業第一線の自由度を   

高めると同時に、お客さまへの高品質なサービス提供、業務効率化による収益性の向上を

目指す当社事業戦略（「リテールビジネスモデル革新プロジェクト【ＰＴ－Ｒ】」等）の   

推進・定着に向けて、本社施策の絞り込みを行うとともに、本社要員の一層の効率化を  

図るため、本社組織の大括り化や機能集約を行います。 
 

＜ホールディングス会社設立・調査サービス合併関連＞ 
・ ＮＫＳＪホールディングス株式会社の設立に伴い、「統合準備室」「事務システム  

統合推進室｣を廃止します。「事務システム統合推進室」の業務の一部は、     

「事務企画部」「ＩＴ企画部」にそれぞれ移管します。 

・ 株式会社損保ジャパン調査サービスの吸収合併に伴い、損保ジャパン調査サービス

の能力開発部関連の業務を移管するため、「サービスセンター企画部損害調査能力 

開発室（部レベルの部内室）」を新設します。 

 

＜本社組織の大括り化・機能集約＞ 

・ 「リテールビジネスモデル革新プロジェクト【ＰＴ－Ｒ】」が実行段階へ移行した 

ことに伴い、「革新企画室」を廃止します。「革新企画室」の業務の一部は、     

「個人商品業務部」「営業企画部」にそれぞれ移管します。 

・ 監査の効率性と監査品質向上、監査人育成強化を図るため、「首都圏業務監査室」を

「本店業務監査室」に統合し、「本店・首都圏業務監査室（部レベルの部内室）」に

名称変更します。 

・ 代理店業務品質向上への取り組みを強化するため、「代理店業務革新室」を廃止し、

その機能を「販売企画部」に移管するとともに、名称を「代理店業務企画部」と   

します。 

・ 営業支援部門の組織を整理し、「自動車営業企画部」の廃止および「企業営業企画部」

の改編を行い、営業戦略立案・実行機能を「営業企画部」に移管します。また、   

「企業営業企画部」は本店営業部関連の業務全般の立案や支援等の総括をする部署

として、｢本店業務部｣に名称変更します。 

・ リスク管理機能を集約するため、「財務管理部」を廃止し、その業務を      

「リスク管理部」に移管します。 

 



２．営業部門  

成長が見込まれるマーケットに機動的に対応するため、「西日本船舶営業部」    

「ＳＳ営業開発部」を新設します。 

 

３．サービスセンター部門 

 サービスセンター部をサービスセンター業務部と名称変更し、地区本部の直下とする

ことで、第一線への支援・教育機能を強化し、保険金支払業務の一層の品質向上を   

目指します。 

 

旧 新 
東京サービスセンター部 東京サービスセンター業務部 
神奈川サービスセンター部 神奈川サービスセンター業務部 
埼玉サービスセンター部 埼玉サービスセンター業務部 
千葉サービスセンター部 千葉サービスセンター業務部 
北海道サービスセンター部 北海道サービスセンター業務部 
東北サービスセンター部 東北サービスセンター業務部 
関東サービスセンター第一部 関東サービスセンター第一業務部 
関東サービスセンター第二部 関東サービスセンター第二業務部 
静岡サービスセンター部 静岡サービスセンター業務部 
中部サービスセンター第一部 中部サービスセンター第一業務部 
中部サービスセンター第二部 中部サービスセンター第二業務部 
信越サービスセンター部 信越サービスセンター業務部 
北陸サービスセンター部 北陸サービスセンター業務部 
大阪サービスセンター第一部 大阪サービスセンター第一業務部 
大阪サービスセンター第二部 大阪サービスセンター第二業務部 
兵庫サービスセンター部 兵庫サービスセンター業務部 
関西サービスセンター部 関西サービスセンター業務部 
中国サービスセンター部 中国サービスセンター業務部 
四国サービスセンター部 四国サービスセンター業務部 
九州サービスセンター第一部 九州サービスセンター第一業務部 
九州サービスセンター第二部 九州サービスセンター第二業務部 
九州サービスセンター第三部 九州サービスセンター第三業務部 
＊企業サービスセンター部、本店自動車サービスセンター部、本店火災新種サービス   

センター部、医療保険室は名称変更しません。 



Ⅱ．人事異動 

 

【２０１０年４月１日付け】 

１．  代表取締役の異動 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

代表取締役        中野 久      代表取締役 

副社長執行役員                専務執行役員 

関西第一本部長               関西第一本部長 

 

 

２． 取締役および執行役員の異動 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

取締役         布施 光彦     取締役 

副社長執行役員                専務執行役員  

   

取締役      數間 浩喜     取締役 

副社長執行役員           専務執行役員  

     

専務執行役員       杉下 孝和     専務執行役員 

              九州本部長 

     

常務執行役員       福澤 秀浩     常務執行役員 

九州本部長             中国本部長 

                 （兼）四国本部長 

     

常務執行役員       石澤 英人     常務執行役員 

中国本部長                東北本部長 

（兼）四国本部長   

     

取締役          富田 健一     取締役 

専務執行役員 

     

常務執行役員       髙橋 薫      執行役員 

人事部長 



常務執行役員       西澤 敬二     執行役員 

              営業企画部長 

     

常務執行役員       武藤 和隆     執行役員 

東北本部長            サービスセンター企画部長 

     

執行役員         竹林 久      執行役員 

サービスセンター企画部長        カスタマーサービス部長 

     

執行役員（休職）     末廣 利明     執行役員       

［㈱損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ］          事務企画部長 

（兼）事務システム統合推進室長         

 

 

３．  執行役員の選任 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

    

執行役員         小林 一也     横浜支店長 

横浜支店長   

     

執行役員         松居 隆      神戸支店長 

人事部長  

     

執行役員         草野 圭司     業務監査部長 

北東京支店長   

     

執行役員         福島 晃      北東京支店長 

新潟支店長 

  

執行役員         佐藤 史朗     自動車開発第二部長 

札幌支店長     

 

執行役員         塙 昌樹      経営企画部長 

経営企画部長              （兼）統合準備室長 

 

 



４． 理事の選任 

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

 

理事           岡田 広志     南大阪支店長 

休職（出向） 

［㈱ジャパン保険サービス］   

     

理事           橋本 修一     自動車開発第三部長 

営業開発第二部長   

    

理事           神内 昌宏     本店営業第一部長 

本店営業第一部長   

     

理事           倉田 雅昭     関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二部長 

中部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長   

    

  

理事           谷口 和伸     千葉自動車営業部長 

埼玉自動車営業部長   

     

理事           小澤 正彦     休職（出向） 

休職（出向）             ［㈱損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ］ 

［㈱損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾍﾙｽｹｱｻｰﾋﾞｽ］ 

     

理事           鈴木 栄一     千葉サービスセンター部長 

休職（出向） 

［ＮＫＳＪホールディングス㈱］ 

 

 

５． その他の異動  

（新 役 職）      （氏 名）     （旧 役 職） 

   

理事           竹本 尚一朗    理事 

リスク管理部長            財務管理部長   

 

 



理事           田中 俊治     理事 

業務監査部長                 総務部長    
 
カスタマーサービス部長  野村 泰弘     お客さま相談室長 

     
お客さま相談室長     猪瀬 俊一   茨城支店日立総合支社 

              担当部長兼支社長          

     
本店・首都圏業務監査室長 松平 宏   首都圏業務監査室長 

                    （兼）本店業務監査室長 
   

東日本業務監査室長    大武 真      名古屋業務監査室長  
     

名古屋業務監査室長    小林 正治   奈良支店橿原支社 
              担当部長兼支社長 
 

四国業務監査室長     水本 優史    名古屋企業営業部第一課 
              担当部長兼課長 
     

個人商品業務部長     桑田 憲吾     札幌支店長 
     

営業企画部長       飯豊 聡      宮崎支店長 
        

札幌コールセンター室長  星野 誠之     北大阪支店本町総合支社 
          担当部長兼支社長 

 
   代理店業務企画部長    柏原 欣仁     金融機関推進部長   
     

金融機関推進部長     花桝 義典     休職（出向） 
             ［損保ジャパンＤＣ証券㈱］ 
 

損害調査能力開発室長   大崎 昇     （株）損保ジャパン調査サービス 
                       執行役員 
                       能力開発部長 
 
 



総務部長         片山 郁夫   北海道業務部長 
     

事務企画部長       佐藤 亨      中部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二部長 
     

ＩＴ企画部長       小坂 志郎     事務ｼｽﾃﾑ統合推進室 担当部長 
              

本店自動車ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長  小松 直樹     個人商品業務部長 
 
自動車開発第二部長    進藤 盛之   休職（出向） 

                      ［損保ジャパンアメリカ］ 
     

職域開発営業部長     杉井 嘉章   埼玉西支店川越支社 
           担当部長兼支社長 

     
企業営業第三部長     藤田 淳      長崎支店長 

     
西日本船舶営業部長    宇野 晴久   愛媛支店今治支社 

              担当部長兼支社長 
     

医療・福祉開発部長    三浦 一也   営業開発第二部長 
     

首都圏業務部長      金杉 幹夫     自動車営業企画部長 
     

東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   坂本 剛      中部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一部長 
     

本店自動車営業第二部長  田中 一久   名古屋支店長 
     

ＳＳ営業開発部長     西村 正志   東京中央支店ＳＳ営業課長 
  
神奈川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長  東 優治      北陸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長 

     
埼玉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   近藤 英明     四国ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長 
 
埼玉西支店長       老川 司     沖縄支店長  

  
 



千葉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   福上 重隆      本店自動車ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部 
                        第二ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課長 
                  

千葉自動車営業部長    山田 治伸     札幌コールセンター室長 
                   

北海道業務部長      上野 彰紀   販売企画部 リーダー 
     

北海道ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長  関口 純   休職（出向） 
             ［㈱損保ジャパン調査サービス］ 
     

北北海道支店長      西在家 篤        営業企画部 担当部長 
     

東北海道支店長      橋本 巌       大阪企業営業第二部第二課 
              担当部長兼課長 
       

東北業務部長       鈴木 直行     栃木支店長 
     

秋田支店長        相馬 真一     休職（出向） 
             ［損保ｼﾞｬﾊﾟﾝひまわり生命保険㈱］ 
     

仙台支店長        大久 孝一   代理店業務革新室長 
     

山形支店長        米本 裕至   人事部 リーダー 
     

関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一業務部長 竹村 洋      中国ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部 
倉敷ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課 
担当部長兼課長 

 
関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二業務部長 柴田 一眞    神奈川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部長 

     
茨城自動車営業部長    長野 三智夫    鹿児島支店自動車営業課 

              担当部長兼課長 
     

栃木支店長        角 弘之   経営企画部長席付 担当部長 
     

静岡自動車営業部長    荒川 友裕    自動車開発第一部営業第二課長 



                   
中部業務部長       野村 幸一郎    埼玉支店さいたま支社長 

    
中部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二業務部長 近藤 高史       信越ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部 

新潟ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課長 
            

自動車開発第三部長    吉行 邦夫      浜松支店法人支社長 
                  

名古屋支店長       末松 一也     販売企画部長 
        

北陸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   小谷 知久     本店火災新種ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部 
第二ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課 
担当部長兼課長 

 
関西業務部長       中村 秀      埼玉自動車営業部長 

        
南大阪支店長       角川 信一     関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第一部長 
 
神戸支店長        坂本 淳一     北北海道支店長 

     
兵庫支店長        松村 勉      山口支店長 

       
滋賀支店長        重成 憲   神戸支店神戸総合支社長 

               
山口支店長        塩沢 道夫     職域開発営業部長 

                 
四国ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務部長   田中 雅人     関東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ第二部  

前橋第一ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課  
担当部長兼課長 

     
高松支店長        伊坂 健   本店営業第三部第一課長 

     
福岡中央支店長      石田 昌彰     関西業務部長 

     
 
 



 
久留米支店長       足立 浩次     滋賀支店長 

（兼）佐賀支店長   
     

長崎支店長        古野 真一郎    金融法人部営業第一課長 
     

宮崎支店長        淀 圭二郎     医療・福祉開発部長 
     

沖縄支店長        綾部 正道     北東京支店荻窪支社 
                   担当部長兼支社長 
 
なお、支店長・室長はすべて部長と同格です。 

 
 
【２０１０年３月３１日付け】 

 
   退任           山口 裕之     取締役 
                          常務執行役員 
    

※4 月 1 日付けでＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役就任予定 
  
 
【その他】 
   ・代表取締役社長 佐藤 正敏 は、当局の認可を前提として４月１日付け

でＮＫＳＪホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼職する予定

です。 

・取締役常務執行役員 櫻田 謙悟 は、当局の認可を前提として 

４月１日付けでＮＫＳＪホールディングス株式会社の取締役を兼職する

予定です。 
 

 
以上 

 
 


