
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

 

２０１９年２月１４日
東京海上日動火災保険株式会社

役員および理事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

東京海上日動火災保険株式会社（社長　北沢 利文）は、東京海上ホールディングス株式会社取締役会の
諮問機関である東京海上グループ指名委員会の答申を受け、取締役会において、以下のとおり役員に関
する人事異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

４月１日付予定の役員人事

１．役員の異動（予定）

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶ　ﾀﾞ 　　　 ﾏｺﾄ

 取締役副社長                                    　　岡　田　　　　誠　 専務取締役（経営企画部長）
（代表取締役）  （代表取締役）
　 ﾕ　 ｱｻ 　 ﾀｶ　ﾕｷ
取締役副社長                                      　　湯　浅　　隆　行 専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵ　ﾊﾞ 　　　 ﾊｼﾞﾒ
取締役副社長 大　場　　　　肇　 専務取締役
（代表取締役） （代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾘ　　　　　　ﾏｺﾄ
専務取締役 堀　　　　　　真　 常務執行役員
（代表取締役）  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂ　ﾊﾞﾗ 　ﾀﾀﾞ ﾋﾛ
専務執行役員 松　原　　正　浩 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶ　ﾑﾗ 　 ﾅｵ　ｷ
専務執行役員 中　村　　直　樹 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾞ　ﾄｳ 　 ﾋﾛ　ﾕｷ
常務執行役員                                      　　後　藤　　浩　之 執行役員（総合営業第一部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂ　ﾀﾞ 　 ｾｲ　ﾀ
常務執行役員                                      　　　　松　田　　誠　太 執行役員（企業営業開発部長）
　 ﾖｺ　ｲ 　　ﾌﾐ　ｱｷ
常務執行役員 横　井　　文　昭 執行役員（本店営業第五部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀ    　　ﾋﾃﾞ ﾄｼ
常務執行役員                                      　　　　北　　　　英　敏 執行役員（営業企画部長）

　　



２．新任役員候補 　　

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｸ　ﾀﾞ 　 ﾔｽ　ﾉﾌﾞ
専務執行役員                                      　　福　田　　安　展 常務待遇（東京海上ホールディングス

（株）常務執行役員）
　 ﾋﾗ　ﾏﾂ 　　　 ﾋﾄｼ
常務執行役員 平　松　　　　均 執行役員待遇（日新火災海上保険（株）取

締役常務執行役員）
　 ﾊﾗ　ﾀﾞ 　　　 ｽｽﾑ
常務取締役 原　田　　　　晋 執行役員待遇（東京海上ホールディングス

（株）ＩＴ企画部長）
　 ｵｶ　ﾀﾞ 　 ｹﾝ  ｼﾞ
常務執行役員                                　　　　岡　田　　健　司 執行役員待遇（東京海上ホールディングス

（株）監査部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｯ　ｶﾜ 　 ﾏｻ　ﾔ
執行役員     　　 吉　川　　雅　也 理事　長野支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｴ　ﾀﾞ 　 ｼｭｳ ｼﾞ
執行役員           　　 上　田　　修　司 理事　東京自動車損害サービス部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾘ　ﾀ　　 ｶﾂ  ﾋｺ
執行役員                    　　有　田　　克　彦 理事　業務企画部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾘｭ ｳ 　　ﾋﾛ　ﾉﾘ
執行役員                             　　桐　生　　裕　規 理事　ＴＭＩＴＨ社・バンコク（アジア）

首席駐在員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀ　ｻﾞﾜ 　ｹﾝ　ｲﾁ
執行役員               　　 北　澤　　健　一 理事　人事企画部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾅ　ﾊｼ 　 ﾅｵ　ﾔｽ
執行役員　　 船　橋　　直　靖 理事　関西営業第三部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺ　 ﾆｼ    ﾀｶ　ﾋｻ
執行役員 　　 小　西　　孝　久 理事　高松支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜ　ﾓﾄ　　ﾃﾂ  ﾌﾐ
執行役員       　　 川　本　　哲　文 理事　個人商品業務部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞ ﾜﾗ　　ﾉﾌﾞ ﾋﾄ
執行役員待遇　　　　 藤　原　　啓　人 理事　横浜中央支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾜ　ｻｷ 　 ﾖｼ　ﾉﾌﾞ
執行役員待遇　　　　 岩　崎　　好　伸 理事待遇　出向（東京海上日動あんしん生

命保険（株）営業企画部長）

　　



３．３月３１日付退任予定役員 　　

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶ　ﾉ 　　ｺｳ　ｲﾁ
退任                                          　　高　野　　耕　一 専務取締役

（代表取締役）
　 ｺ　 ﾑﾛ　  ﾄﾓ　ﾋｺ
退任 小　室　　知　彦 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵ　ﾂｶ 　 ﾕｳ  ｽｹ
退任 大　塚　　祐　介 常務執行役員
　 ｲｹ　ﾀﾞ 　 ﾓﾄ　ﾐ
退任 池　田　　基　己 常務執行役員
　 ｲﾅ　ﾊﾞ 　　　 ｼｹﾞﾙ
退任                                          　　稲　葉　　　　茂 常務取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾃﾗ　ﾊﾞﾔｼ 　　 ﾂﾄﾑ
退任                                          　　寺　林　　　　努 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｷﾞ ｻﾜ 　 ﾅｵ　ｷ
退任                                          　　杉　澤　　直　樹 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｶﾞﾗｼ 　　ｲﾂ　ﾛｳ
退任                                          　　五十嵐　　逸　郎 常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳﾒ　ﾀﾞ 　 ｺｳ　ｷ
退任                                          　　梅　田　　恒　樹 執行役員（米国部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾂ　ｶﾜ 　　　 ﾐﾉﾙ
退任                                          　　２０１９年　４月　１日付橘　川　　　　稔 執行役員（東海損害サービス第一部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏ　ｶﾞﾀ 　　　ﾉﾎﾞﾙ
退任                                          　　山　縣　　　　登 執行役員（東京自動車営業第三部長）

ﾅ　 ｸﾞﾓ  ｼｭﾝ ｲﾁ
退任                                          　　２０１９年　４月　１日付南　雲 　俊　一 執行役員待遇（東京海上日動あんしん生命

保険（株）常務執行役員）



６月下旬の株主総会日付け予定の役員人事

１．役員の異動（予定）

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　 ｵｶ　ﾀﾞ 　 ｹﾝ  ｼﾞ
常務取締役                               　　　　岡　田　　健　司 執行役員待遇（東京海上ホールディングス

（株）監査部長）

２．新任役員候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　 ﾊﾗ　ｼﾏ  　　  ｱｷﾗ
専務取締役 原　島　　　　朗 常務待遇（東京海上ホールディングス

（株）常務執行役員）

３.新任監査役候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼ　ｶﾜ　　ｲｸ　ｵ
監査役 西　川　　郁　生 （注）西川氏は、公認会計士で、現在、
（社外監査役） 　慶応義塾大学大学院客員教授です。

４．退任予定取締役・執行役員

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞ ｲ 　　ｸﾆ　ﾋｺ
退任                                          　　藤　井　　邦　彦 取締役副社長

５.退任予定監査役

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｸ　ﾀﾞ 　　　 ｽｽﾑ
退任                                          　　理事就任２０１９年　４月　１日付福　田　　　　進 監査役

（社外監査役）

原島専務取締役、原田常務取締役、岡田健司常務取締役については、それぞれ
東京海上ホールディングス株式会社の常勤の執行役員を兼職するための認可を条件としております。

「取締役副社長」、「専務取締役」、「常務取締役」は、それぞれ「取締役　兼　副社長執行役員」、
「取締役　兼　専務執行役員」、「取締役　兼　常務執行役員」です。



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

１．４月１日付就任
　　

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　 ﾅｶﾞ ﾑﾗ 　 ﾏｻ　ｱｷ
理事 長　村　　政　明 経営企画部　専門部長
　 ｳｴ　ﾀﾞ 　 ﾀﾂ ﾉｽｹ
理事 上  田    竜之輔 京滋自動車営業部長
　 ﾌｼﾞ ﾓﾄ　  ｲﾁ   ﾛｳ
理事 藤　本　　一　郎 コーポレート運用部長
　 ﾐﾔ　ｻﾞﾜ 　　　ﾀﾓﾂ
理事 宮　澤　　　　保 広域法人部長
　 ｶﾝ　ﾉ 　　　　ｼﾞｭﾝ
理事 神　野　　　　順 東北業務支援部長
　 ﾀｶ　ﾊｼ 　　　 ﾏﾅﾌﾞ
理事 高　橋　　　　学 静岡自動車営業部長
　 ｸﾏ　ｷ 　　　　ｼｭｳ
理事 熊　木　　　　秀 埼玉損害サービス部長
　 ｲﾉ　ｳｴ 　 ﾄ ｷ ｺ
理事 井　上　　登紀子 コマーシャル損害部長
　 ｼﾓ　ﾉ 　　ﾉﾘ　ﾋﾛ
理事 下　野　　徳　弘 東北損害サービス部長
　 ｶｲ　ﾓﾄ 　 ｶｽﾞ ﾋｺ
理事 貝　本　　和　彦 関西公務金融部長
　 ｲｿ　ﾀﾞ 　　　 ﾀｶｼ
理事 磯　田　　　　卓 総務部長
　 ｺ　 ﾓﾘ 　 ﾏｻ　ﾄｼ
理事 小　森　　政　俊 関西営業第二部長
　 ﾀ　 ﾅｶ 　 ﾃﾙ　ｱｷ
理事 田　中　　照　章 ＴＭインドネシア社・ジャカルタ（アジ

ア）駐在員
　 ﾆｼ　ﾑﾗ 　 ﾀｸ　ﾋﾛ
理事 西　村　　拓　浩 栃木支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｷ　ﾀﾆ 　 ﾅｵ  ﾄ
理事 垣　谷　　直　人 西東京支店長
　 ｲｶﾘ 　　  ｹｲ　ｼﾞ
理事 碇　　　　圭　至 山形支店長
　 ｻ   ｴｷ 　 ﾀｹ  ｵ
理事 佐　伯　　猛　雄 営業開発部長
　 ｲ　 ﾄｳ  　　  ｻﾄｼ
理事 伊　藤　　　　賢 本店営業第二部長
　 ｾﾉ　ｵ 　　ｶﾝ　ｼﾞ
理事待遇　                　　 妹　尾　　寛　司 出向（東京海上ホールディングス（株）監

査役室長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶ　ﾑﾗ    ﾀｶ  ｼ
理事待遇                            　　岡　村　　貴　志 出向（他社勤務）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀ　 ｸﾞﾁ 　　　ｼｹﾞﾙ
理事待遇                            　　田　口　　　　茂 出向（東京海上日動あんしん生命保険

（株）リスク管理部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｿ　ｼﾞﾏ 　ｴｲ　ｲﾁ
理事待遇                            　　細　島　　英　一 出向（東京海上日動あんしん生命保険

（株）企画部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞ ｲ 　　ﾘｭｳ ﾀ
理事待遇                            　　藤　井　　竜　太 出向（東京海上ミレア少額短期保険（株）

取締役社長）
　　



２．３月３１日付退任

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶ　ｼﾏ 　 ｹｲ　ｺ
退任 髙　島　　惠　子 理事　人事企画部　担当部長

ｺﾀﾞ ﾏ 　　ｼﾝ　ﾔ　
退任 児　玉　　進　矢 理事 岐阜支店長

ｻｻ　ｷ 　　ﾖｼ　ｱｷ
退任 佐々木　　喜　章 理事 営業開発部　担当部長

ﾐｽﾞ ﾇﾏ　　ﾏｻ　ﾕｷ
退任 水　沼　　正　之 理事 ＴＭインドネシア社・ジャカルタ（ア

ジア）首席駐在員

ﾊﾗ　ﾀﾞ 　 ｶｽﾞ ﾋﾛ
退任 原　田　　和　宏 理事 北関東・信越損害サービス部長

ﾄｸ  ｼｹﾞ   ﾕｳ  ｼﾞ
退任 徳　重　　裕　二 理事 本店営業第四部長

ﾊ   ﾀ     ﾐﾂ  ﾌﾐ
退任 波　田　　充　史 理事 北海道業務支援部長

ﾋﾗ  ｲ     ﾏｻ  ﾋﾛ
退任 平　井　　昌　博 理事 名古屋自動車営業第二部長

ｲｼ  ｲ         ﾏｺﾄ
退任 石  井        誠 理事 ＴＭｉＳ社・シンガポール（アジア）

駐在員
ﾔﾌﾞ ﾉ     ﾏｻ  ﾋﾛ

退任 藪　野　　正　洋 理事 旅行業営業部長


