
東京海上日動火災保険株式会社（社長　北沢　利文）では、別紙のとおり人事異動を行いますので、
お知らせいたします。

以　上

 

２０１８年２月２２日
東京海上日動火災保険株式会社

役員、理事および部店長に関する人事異動のお知らせ



Ⅰ.役員の人事異動Ⅰ.役員の人事異動Ⅰ.役員の人事異動Ⅰ.役員の人事異動

４月１日付の人事異動

＜役員の昇任、就任については２月１４日に発表済みです。＞

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞ ﾀ     ﾋﾛ  ｶｽﾞ
専務取締役 藤　田　　裕　一 専務取締役

（資産運用第二部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶ  ﾀﾞ        ﾏｺﾄ
専務取締役
（経営企画部長）

岡　田　　  　誠 常務待遇　出向（東京海上ホールディング
ス（株）常務執行役員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｼ  ﾀﾞ    ﾏｻ  ｺ
常務執行役員 吉　田　　正　子 執行役員

（千葉支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｴ  ﾑﾗ        ｻﾄｼ
常務執行役員 植　村　　  　哲 執行役員

（横浜ベイサイド支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜ  ｸﾞﾁ   ｼﾝ  ｺﾞ
常務取締役 川　口　　伸　吾 執行役員

（名古屋営業第二部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶ  ｶﾞﾜ   ﾕｷ  ｵ
常務執行役員 中　川　　幸　生 執行役員

（埼玉中央支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｾｷ        ﾏｻ  ﾄｼ
常務執行役員 関　　  　正　利 執行役員

（業務品質部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲ ｶﾞﾗｼ    ｲﾂ  ﾛｳ
常務執行役員 五十嵐　　逸　郎 執行役員

（ＩＴ企画部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵ  ﾉ     ﾋﾛ  ﾋﾄ
常務執行役員 大　野　　博　仁 執行役員

（静岡支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽ   ﾐ     ﾃﾂ  ﾔ
常務執行役員 鷲　見　　哲　也 執行役員

（営業開発部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾂｼﾞ       ﾏｻ  ﾋﾛ
常務執行役員 辻　　　　昌　裕 執行役員

（東京自動車営業第一部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｹ  ﾀﾞ    ﾕｳ  ｲﾁ
執行役員
（投資運用部長）

武　田　　祐　一 執行役員
（経理部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘ  ｻﾜ    ﾀｲ  ｼﾞ
執行役員
（業務品質部長）

森　澤　　泰　治 執行役員
（名古屋営業第一部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾅ　ﾃﾞﾗ　　　 ﾂｶｻ
執行役員
（東京自動車営業第一部長）

稲　寺　　 　 司 執行役員待遇　出向（イーデザイン損害保
険（株）取締役社長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾝ  ﾄﾞｳ   ﾖｼ  ﾅﾘ
執行役員
（財務企画部長）

遠　藤　　良　成 執行役員待遇　出向（東京海上日動あんし
ん生命（株）常務取締役）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘ        ﾐ ﾜ ｺ
執行役員
（本店損害サービス第二部長）

森　　　　美和子　 理事　本店損害サービス第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｺ  ｲ     ﾌﾐ  ｱｷ
執行役員
（本店営業第五部長）

横　井　　文　昭 理事　本店営業第五部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻ  ﾉ         ﾋﾛｼ
執行役員
（埼玉中央支店長）

浅　野　　　  洋 理事　公務第二部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｾｷ  ﾈ     ｶｽﾞ ﾋﾄ
執行役員
（大阪南支店長）

関　根　　和　人 理事　東東京支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀ        ﾋﾃﾞ ﾄｼ
執行役員
（営業企画部長）

北　　　　英　敏 理事　営業企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺ   ﾐﾔ    ｹﾝ  ｲﾁ
執行役員
（上海部長）

小　宮　　健　一 理事　上海部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｷ  ｻﾞﾜ   ｼｭﾝ ﾍﾟｲ
執行役員
（リスク管理部長）

滝　澤　　俊　平 理事　リスク管理部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｼﾞ ｵｶ        ｷﾖｼ
執行役員
（企業商品業務部長）

味　岡　　  　聖 理事　企業商品業務部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼ   ﾏ     ﾖｼ  ﾋｺ
執行役員
（名古屋営業第三部長）

志　摩　　昌　彦 理事　名古屋営業第三部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻ  ﾉ     ｼｭｳ ｼﾞ
執行役員
（東京中央支店長）

浅　野　　收　二 理事　公務第一部長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘ  ﾜｷ    ﾖｳ  ｲﾁ
執行役員
（経理部長）

森　脇　　陽　一 理事　資産運用第一部長



Ⅱ.理事の人事異動Ⅱ.理事の人事異動Ⅱ.理事の人事異動Ⅱ.理事の人事異動

４月１日付の人事異動

＜理事就任については２月１４日に発表済みです。＞

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　 ｻｶ  ﾀ     ｽﾐ  ｴ
理事　山梨支店長 坂　田　　純　恵 山梨支店長
　 ﾊ   ﾀ     ﾐﾂ  ﾌﾐ
理事　北海道業務支援部長 波　田　　充　史 北海道業務支援部長

ﾋﾗ  ｲ     ﾏｻ  ﾋﾛ
理事　名古屋自動車営業第二部長 平　井　　昌　博 名古屋自動車営業第二部長
　 ﾖｼ  ﾀﾞ        ﾀｹｼ
理事　中国・四国業務支援部長 吉　田　　  　毅 中国・四国業務支援部長
　 ﾊﾈ  ﾀﾞ    ﾏｻ  ﾄ
理事　静岡支店長 羽　田　　真　人 福島支店長
　 ｲ   ｻﾞﾜ       ﾄｵﾙ
理事　仙台支店長 井　澤　　  　徹 茨城支店長
　 ﾔﾏ  ｻﾞｷ   ﾖｳ  ﾀ
理事　名古屋損害サービス第一部
長

山　崎　　曜　太 名古屋損害サービス第一部長

　 ｳｴ  ﾀﾞ    ｼｭｳ ｼﾞ
理事　東京自動車損害サービス部
長

上　田　　修　司 東京自動車損害サービス部長

　 ﾐ   ｷ     ｼﾝ  ｷﾁ
理事　アジア部長 三　木　　晋　吉 ＴＭＩＴＨ社・バンコク（アジア）

首席駐在員

　 ﾔﾌﾞ ﾉ     ﾏｻ  ﾋﾛ
理事　旅行業営業部長 藪　野　　正　洋 旅行業営業部長
　 ﾊｼ  ﾓﾄ    ｾﾝ  ﾘ
理事　関西損害サービス第一部長 橋　本　　千　里 コマーシャル損害部長
　 ﾌｼﾞ ｵｶ    ﾄﾓ  ｷ
理事　関西業務支援部長 藤　岡　　友　樹 契約業務サービス推進部長
　 ｺ   ﾆｼ    ﾀｶ  ﾋｻ
理事　高松支店長 小　西　　孝　久 高松支店長
　 ｲ   ﾄｳ    ﾏｻ  ﾕｷ
理事　公務第二部長 伊　藤　　雅　之 東京新都心支店長
　 ﾄﾐ  ﾏﾂ    ｷﾐ  ｱﾂ
理事　金融法人部長 富　松　　公　篤 ４０１ｋ事業推進部長
　 ﾔﾏ  ｳﾁ    ﾀｶ  ｼ
理事　ビジネスプロセス改革部長 山　内　　崇　司 個人商品業務部　担当部長　　　　　　
　 ｼ   ﾂﾞﾙ   ﾐﾂ  ﾄｼ
理事　自動車営業開発部長 志　鶴　　光　俊 千葉自動車営業部長



Ⅲ.部店長の人事異動Ⅲ.部店長の人事異動Ⅲ.部店長の人事異動Ⅲ.部店長の人事異動

４月１日付の人事異動

［　新　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　］
　 ｻ ｻ ｷ     ｼ   ﾛｳ
総合営業第二部長 佐々木　　史　朗 出向（東京海上ホールディングス（株）海

外事業企画部　担当部長）

　 ﾄｸ  ﾀﾞ        ﾊｼﾞﾒ
本店営業第六部長 徳　田　　  　元 本店営業第六部　担当部長
　 ﾅｶ  ｵ     ｱｷ  ﾋﾛ
建設産業営業部長 中　尾　　明　洋 札幌支店長
　 ﾜ   ｹ     ﾋﾛ  ﾉﾘ
東京自動車営業第二部長 和　気　　弘　典 東京海上日動（中国）社・上海（上海）

駐在員

　 ﾕｷ  ﾄﾓ    ﾋﾃﾞ ｱｷ
札幌中央支店長 行　友　　英　昭 出向（（株）東海日動パートナーズ北海道

代表取締役）

　 ﾎｿ  ｶﾜ    ﾄﾓ  ﾐ
北海道支店長 細　川　　知　巳 広域法人部　担当部長
　 ｲﾅ  ﾊﾞ    ﾕｷ  ﾃﾙ
札幌支店長 稲　葉　　志　晃 中国支店　担当部長
　 ｶﾝ  ﾉ         ｼﾞｭﾝ
東北業務支援部長 神　野　　  　順 人事企画部　担当部長
　 ﾊﾗ  ﾀﾞ        ｷﾖｼ
青森支店長 原　田　　  　清 新潟支店長
　 ﾅｶ  ﾑﾗ    ﾖｼ  ｷ
盛岡支店長 中　村　　芳　樹 内部監査部　主任内部監査役　　
　 ﾅｶ  ｵ     ﾏｻ  ｷ
福島支店長 中　尾　　誠　樹 金融法人部　担当部長
　 ｾｷ  ｸﾞﾁ   ﾔｽ  ﾋｻ
茨城支店長 関　口　　泰　久 内部監査部　主任内部監査役
　 ﾂ   ｹﾞ    ｼﾝｲﾁﾛｳ
群馬支店長 柘　植　　信一郎　 個人商品業務部　担当部長
　 ﾀﾞｲ ﾓﾝ    ｹﾝ  ｿﾞｳ
埼玉支店長 大　門　　賢　蔵 出向（東京海上ホールディングス（株）監

査役室　担当部長）

　 ｶﾜ  ｽｷﾞ   ﾄﾓ  ﾋﾛ
千葉支店長 川　杉　　朋　弘 金沢支店長
　 ｼｹﾞ ﾀ     ｶｽﾞ ﾋｺ
千葉自動車営業部長 茂　田　　和　彦 熊本支店　次長
　 ｶｻ  ﾊﾗ    ｼｭｳ ｽｹ
公務第一部長 笠　原　　秀　介 業務企画部　担当部長
　 ｲﾜ  ﾏﾂ    ｹﾝ  ｺﾞ
東京新都心支店長 岩　松　　賢　吾 鹿児島支店長
　 ﾌﾙ  ｶﾜ    ﾏｻ  ﾊﾙ
東東京支店長 古　川　　雅　晴 福岡中央支店　担当部長
　 ｶｷ  ﾀﾆ    ﾅｵ  ﾄ
西東京支店長 垣　谷　　直　人 営業開発部　担当部長　　
　 ﾅｶ  ｼﾞﾏ   ﾉﾘ  ｵ
ライフプロ営業部長 中　島　　法　夫 出向（東京海上日動あんしん生命保険

（株）東北営業支援部長）

　 ﾑﾗ  ｵｶ    ﾀﾀﾞ ﾊﾙ
首都損害サービス部長 村　岡　　忠　晴 京滋損害サービス部長
　 ﾖｺ  ｻﾞﾜ   ﾕｳ  ｿﾞｳ
神奈川自動車営業部長 横　澤　　雄　三 自動車営業開発部　担当部長



　 ﾊｷﾞ ﾜﾗ    ﾉﾘ  ﾁｶ
横浜ベイサイド支店長 萩　原　　則　親 栃木支店　担当部長
　 ｺ   ｲﾃﾞ   ｶｽﾞ ｼ
新潟支店長 小　出　　和　志 営業開発部　担当部長
　 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ    ｼﾞｮｳｼﾞ
金沢支店長 椿　原　　丈　士 関西営業第四部　担当部長
　 ｻ ｻ ｷ         ｼﾝ
北陸損害サービス部長 佐々木　　  　伸 出向（東京海上日動調査サービス（株）部

長待遇）

　 ｷﾐ  ｼﾞﾏ       ﾂﾄﾑ
浜松支店長 君　島　　  　功 営業開発部　担当部長
　 ｴ   ﾊﾗ        ｼﾞｭﾝ
三河支店長 江　原　　  　潤 群馬支店　担当部長
　 ﾐ   ｳﾗ    ﾄﾓ  ﾕｷ
愛知公務金融部長 三　浦　　知　幸 営業開発部　担当部長
　 ﾀ   ﾅｶ    ｴｲ  ｺﾞ
名古屋営業第一部長 田　中　　栄　吾 建設産業営業部長
　 ﾄﾖ  ﾀﾞ    ﾂﾈ  ｵ
名古屋営業第二部長 豊　田　　恒　雄 名古屋営業第二部　担当部長
　 ﾐ   ｷ     ﾖｼ  ﾄ
名古屋自動車営業第一部長 三　木　　仁　人 中国自動車営業第一部長
　 ｼﾌﾞ ﾔ     ﾅｵ  ｷ
京都支店長 澁　谷　　尚　樹 業務品質部　担当部長
　 ﾀｶ  ﾉ     ﾏｻ  ﾄｼ
京滋損害サービス部長 高　野　　将　俊 京滋損害サービス部　担当部長
　 ﾀｹ  ﾓﾄ    ﾀﾀﾞ ｵ
大阪北支店長 武　元　　忠　雄 関東業務支援部　担当部長　　
　 ｻ   ﾉ     ﾀﾂ  ﾔ
奈良支店長 佐　野　　達　哉 中国自動車営業第二部長　　
　 ﾋｶﾞｼ      ﾋﾃﾞ ｱｷ
神戸中央支店長 東　　　　秀　明 監査役室　担当部長
　 ｶﾔ  ﾇﾏ    ﾐﾂ  ﾋｺ
西日本船舶営業部長 栢　沼　　光　彦 船舶営業部　担当部長
　 ﾏｽ  ﾀﾞ    ｿｳ  ｲﾁ
神戸自動車営業部長 増　田　　創　一 東京自動車営業第二部　担当部長
　 ﾔﾏ  ｼﾀ        ﾄｵﾙ
神戸損害サービス部長 山　下　　  　徹 営業企画部　担当部長
　 ｵｵ  ｳﾁ    ｱｷ  ﾄﾓ
山陰支店長 大　内　　章　智 個人商品業務部　担当部長
　 ｱﾏ  ﾉ     ｼｮｳｲﾁﾛｳ
広島支店長 天　野　　正一郎 金融法人部長　　
　 ｺﾞｳ ﾀﾞ    ﾉﾘ  ｽﾞﾐ
中国自動車営業第一部長 合　田　　教　泉 名古屋営業第三部　担当部長
　 ﾊﾔｼ       ｶﾂ  ﾋｺ
中国自動車営業第二部長 林　　  　克　彦 東京自動車営業第四部　担当部長
　 ｽﾐ  ﾓﾄ    ﾋﾛ  ｵ
中国損害サービス部長 住　本　　裕　央 本店損害サービス第二部　担当部長
　 ﾂﾂ  ｲ     ﾏｻ  ﾕｷ
愛媛支店長 筒　井　　政　行 個人商品業務部　次長
　 ｴ ﾘ ｸﾞﾁ   ｶｽﾞ ﾏｻ
佐賀支店長 江里口　　和　雅 東京自動車営業第一部　次長
　 ﾕｷ        ｴｲ  ｼﾞ
大分支店長 幸　　　　英　治 関西業務支援部　担当部長　　
　 ｺ   ﾉ     ﾋﾃﾞ ﾄ
鹿児島支店長 古　野　　秀　人 出向（東京海上日動あんしん生命保険

（株）企画部　担当部長）

　 ｸﾏ  ｶﾞｲ       ｼﾞｭﾝ
沖縄支店長 熊　谷　　  　潤 関東業務支援部　担当部長　　



　 ｼﾏ        ｶｽﾞ ｷﾐ
九州損害サービス第一部長 島　　　　一　公 損害サービス業務部　担当部長
　 ｾｷ　　　　ｸﾆ　ｵ
ＩＴ企画部長 関　　　　邦　夫 ＩＴ企画部　担当部長
　 ﾐﾔ　ﾏﾙ　　ﾔｽ　ﾕｷ
契約業務サービス推進部長 宮　丸　　泰　幸 内部監査部　担当部長
　 ｻ　 ｴｷ    ﾀｹ  ｵ
営業開発部長 佐　伯　　猛　雄 営業開発部　担当部長
　 ｱﾝ  ﾄﾞｳ       ｼﾝ
確定拠出年金部長 安　藤　　  　慎 関西営業第三部　次長
　 ｲﾉ  ｳｴ    ﾄ ｷ ｺ
コマーシャル損害部長 井　上　　登紀子 コマーシャル損害担当部長
　 ﾌｼﾞ ﾓﾄ    ｲﾁ  ﾛｳ
コーポレート運用部長 藤　本　　一　郎 資産運用第三部長


