
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２０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　］

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）

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）

ｺﾐﾔ   ｹﾝｲﾁ

執行役員
（長野支店長）

小宮　健一        　　執行役員
（上海部長）

ｱｼﾞｵｶ ｷﾖｼ

執行役員
（個人商品業務部長）

味岡　聖          　　執行役員
（企業商品業務部長）

ｱｻﾉ   ｼｭｳｼﾞ

執行役員
（営業企画部長）

浅野　收二        　　執行役員
（東京中央支店長）

ｷｯｶﾜ  ﾏｻﾔ

執行役員
（横浜中央支店長）

吉川　雅也        　　理事　長野支店長

ｳｴﾀﾞ  ｼｭｳｼﾞ

執行役員
（東京自動車損害サービス部長）

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
（業務企画部長）

有田　克彦        　 理事　業務企画部長

ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

執行役員
（人事企画部長）

北澤　健一        　　理事　人事企画部長

ﾌﾅﾊｼ  ﾅｵﾔｽ

執行役員
（本店営業第五部長）

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
（高松支店長）

小西　孝久        　　理事　高松支店長

ｶﾜﾓﾄ  ﾃﾂﾌﾐ

執行役員
（企業商品業務部長）

川本　哲文        　　理事　個人商品業務部長



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　］

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｹｼ

理事　関西業務支援部長             　　吉田　毅          　　理事　中国・四国業務支援部長
ﾜﾀﾞ   ｷﾖｼ

理事　米国部長            　　 和田　清          　　理事待遇　出向（東京海上ホールディングス
（株）人事部　担当部長）

ｶｷﾉｷ  ｶｽﾞﾋﾛ

理事　東京中央支店長              　　　　　　柿木　一宏        　　　　理事待遇　出向（東京海上ホールディングス
（株）事業戦略部長）

ｳｴﾀﾞ  ﾀﾂﾉｽｹ

理事　京滋自動車営業部長                          　　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　コーポレート運用部長                        　　藤本　一郎        　 コーポレート運用部長
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ

理事　広域法人部長                                　　宮澤　保          　 広域法人部長
ｶﾝﾉ   ｼﾞｭﾝ

理事　東北業務支援部長　                             　　神野　順          　　　東北業務支援部長
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

理事　静岡自動車営業部長                          　　高橋　学          　 静岡自動車営業部長
ｸﾏｷ   ｼｭｳ

理事　埼玉損害サービス部長                        　　熊木　秀          　 埼玉損害サービス部長
ｲﾉｳｴ  ﾄｷｺ

理事　コマーシャル損害部長                        　　井上　登紀子      　 コマーシャル損害部長

ｼﾓﾉ   ﾉﾘﾋﾛ

理事　本店損害サービス第一部長                    　　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　関西公務金融部長                            　　貝本　和彦        　 関西公務金融部長

ｲｿﾀﾞ  ﾀｶｼ

理事　総務部長　                        　　磯田　卓          　　総務部長
ｺﾓﾘ   ﾏｻﾄｼ

理事　総合営業第一部長                            　　小森　政俊        　 関西営業第二部長

ﾆｼﾑﾗ  ﾀｸﾋﾛ

理事　栃木支店長 西村　拓浩        　　栃木支店長

ｶｷﾀﾆ  ﾅｵﾄ
理事　西東京支店長　                   　　垣谷　直人        　　西東京支店長

ｻｴｷ   ﾀｹｵ
理事　営業開発部長                                　　佐伯　猛雄        　 営業開発部長

ｲﾄｳ   ｻﾄｼ

理事　本店営業第二部長                            　　伊藤　賢          　 本店営業第二部長



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　］

ﾔﾏｼﾀ  ﾏｻｺ

旅行業営業部長                                    　　山下　真粧子      　 本店損害サービス第一部長

ﾐｽﾞﾉ  ｶｽﾞﾕｷ

本店営業第四部長                                  　　　　水野　一幸        　　出向（東京海上日動リスクコンサルティング
（株）勤務）

ｼﾝﾁ   ｼｹﾞｵ

化学産業営業部長                                  　　　　新地　挙雄        　　人事企画部　担当部長

ｸｽﾀﾆ  ﾏｻﾙ

デジタルイノベーション共創部長     　　　　　　楠谷　勝 海外長期出張・サンフランシスコ　駐在員
ﾀｶﾊｼ  ｱﾂｼ

東京自動車営業第三部長                            　　高橋　淳  ＴＭＩＴＨ社・バンコク（アジア）駐在員

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｵ

東京自動車営業第四部長                            　　渡辺　敦夫        　 自動車営業開発部　担当部長

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

北海道業務支援部長                                　　　　　　渡部　一          　　　業務企画部　担当部長

ｵｶﾞﾜ  ﾏｻｷ

旭川支店長                 　　 小川　将希        　　名古屋自動車営業第三部長

ﾊﾏｲ   ﾄｼﾛｳ

札幌自動車営業部長                                　　　　濵井　敏郎        　　東京自動車営業第三部　担当部長

ﾔﾏﾅｶ  ｼﾝﾀﾛｳ

仙台自動車営業部長                                　　山中　真太郎      　 四国自動車営業部長

ｵﾇﾏ 　ﾋﾛｼ
秋田支店長                          　　小沼　広史        　　営業開発部　担当部長

ﾄﾖﾀﾞ  ｱｷﾗ
山形支店長                     　　豊田　晃          　　金融営業推進部長

ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ

東北損害サービス部長                              　　清水　隆仁        　 業務品質部　担当部長

ﾔﾏｼﾀ  ﾋﾛｼ

関東業務支援部長                                  　　山下　浩志        　 仙台支店　担当部長

ｶﾅｵｶ  ﾋﾃﾞｷ

茨城自動車営業部長                                　　　　金岡　秀樹 横浜ベイサイド支店　担当部長

ｶｷﾊﾗ  ｺｳｼﾞ
北関東・信越損害サービス部長                      　　　　柿原　浩二        　　損害サービス業務部　担当部長

ﾏﾂﾓﾄ  ｻﾄﾙ

埼玉自動車営業第二部長                            　　松本　哲          　 埼玉自動車営業第二部　次長

ｽｽﾞｷ  ｹｲｺ

京葉支店長                       　　　　　　　　鈴木　恵子        　　　　　経営企画部　担当部長

ﾖｼﾉ   ﾀｶｵ

公務開発部長                                      　　吉野　貴雄        　 公務開発部　担当部長

ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｹｵ
医療・福祉法人部長                                　　　　椙村　岳央        　　出向（東京海上日動あんしんコンサルティング

（株）勤務）

ｲﾜﾓﾄ  ｼﾞｭﾝ

北東京支店長                    　　岩本　潤          　　公務第一部　担当部長

ﾔﾏﾓﾄ  ﾔｽﾋﾛ

神奈川支店長       　　　　 山本　泰浩        　　　出向（東京海上ホールディングス（株）人事部
担当部長）



ﾌｼﾞﾀ  ｹｲｺ

横浜支店長                                        　　　　藤田　桂子        　　北東京支店長

ｲｲﾓﾘ  ｻﾄﾙ

福井支店長                       　　　　飯守　禅          　　　公務第二部　担当部長

ｻﾄｳ   ﾀｲｽｹ

岐阜支店長　　 佐藤　太亮        　　医療・福祉法人部長

ｷﾀﾀﾆ  ｷﾝｼﾞ

愛知北支店長                    　　　　北谷　公司        　　　出向（（株）東海日動パートナーズかんさい代
表取締役）

ｷｸﾗ   ﾀﾞｲｽｹ

愛知南支店長                        　　鬼倉　大助        　　九州業務支援部長

ﾎﾝﾏ   ﾃﾂｼﾞ

名古屋自動車営業第二部長                          　　　　本間　哲二        　　ビジネスプロセス改革部　担当部長

ｻｶﾓﾄ  ｶｽﾞｷ

名古屋自動車営業第三部長                          　　坂本　和紀        　 九州自動車営業部長

ｵｵﾀﾆ  ｽｽﾑ

名古屋損害サービス第一部長                        　　大谷　晋          　 四国損害サービス部長

ﾎｻｶ   ﾋﾛｼ

東海損害サービス第一部長                          　　　　保坂　博志        　　損害サービス業務部　担当部長

ﾌｸﾀﾞ  ｺｳｲﾁ

東海損害サービス第二部長                          　　福田　康一        　 九州損害サービス第二部長

ｳﾁﾊﾀ  ｱﾂﾋﾛ

三重自動車営業部長                                　　内畠　淳浩        　 内部監査部　担当部長

ｴﾊﾗ   ﾄｼﾕｷ

関西営業第二部長                                  　　江原　俊之        　 ＴＭＡＩＣ社・ダラス（米国）首席駐在員

ﾖｺｳﾁ ｷｲﾁﾛｳ

関西営業第三部長                                  　　横内　輝一郎      　 横浜支店長

ｲｼｲ   ﾋﾃﾞｷ

大阪自動車営業第一部長                            　　石井　秀樹        　 埼玉自動車営業第二部長

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

和歌山支店長                          　　古林　幸二        　　浜松支店　担当部長

ﾐﾅﾐｲ  ｹｲｼﾞ

中国・四国業務支援部長        　　 南井　敬司        　　金融法人部　担当部長

ﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｼﾞ

岡山支店長                      　　田辺　健二        　　静岡支店　担当部長

ﾀﾅｶ   ﾕｳｲﾁ

中国支店長                                        　　　　田中　裕一        　　東北業務支援部　担当部長

ﾔｽﾀﾞ  ﾋﾛｱｷ

山口支店長                        　　安田　啓明        　　広域法人部　担当部長

ｳｴﾉ   ｻﾄﾐ

高知支店長                     　　上野　里美        　　高知支店　担当部長
ｶﾜｳﾁ  ﾏｻﾕｷ

四国自動車営業部長                                　　河内　雅之        　 盛岡支店　担当部長

ｽｽﾞｷ  ﾏﾅﾌﾞ

四国損害サービス部長                              　　　　鈴木　学          　　関西損害サービス第一部　担当部長

ｻｻｷ     ﾄｵﾙ

九州業務支援部長            　　　　　　　　　　佐々木　徹        　　　　　　出向（東京海上日動あんしん生命保険（株）営
業企画部　担当部長）

ｲﾏｲ   ｴｲﾀ

九州自動車営業部長                                　　　　今井　栄太        　　中国自動車営業第一部　担当部長

ｲｿﾀﾞ  ｻﾄｼ

北九州支店長                         　　磯田　賢          　　営業企画部　担当部長

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

長崎支店長                            　　藤本　直季        　　ＴＭアジア社・シンガポール　駐在員

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

九州損害サービス第二部長                          　　　　小林　宏行        　　神奈川損害サービス部　担当部長

ﾎﾘｴ 　ﾃﾂﾛｳ

経営企画部長 堀江　哲朗        　　　　経営企画部　担当部長



ﾊｼﾓﾄ  ｺｳｽｹ

海上業務部長                                      　　　　橋本　浩介        　　出向（東京海上ホールディングス（株）監査役
室　担当部長）

ｲｼﾊﾗ  ﾖｼﾊﾙ

金融営業推進部長　 石原　芳晴        　　愛知南支店長

ｱｷﾗ   ﾕﾀｶ

企業営業開発部長                                  　　　　明樂　裕          　　企業営業開発部　担当部長

ｱﾘﾀ   ﾕｷｵ

上海部長                　　 有田　幸央        　　東京海上日動（中国）社・上海（上海）駐在員

以　上


