
東京海上日動火災保険株式会社（社長　広瀬　伸一）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

 

２０２０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

東京海上日動火災保険株式会社（社長　広瀬 伸一）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
副社長執行役員                                    　　岡田　誠　　　　　　　　　　　取締役副社長

（代表取締役）
ﾕｱｻ　 ﾀｶﾕｷ

取締役副社長 湯浅　隆行 取締役副社長
（代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾄｳ　 ﾅｵﾔ
専務取締役                                        　　伊藤　直哉　　　　　　　　　常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾝﾀﾞ　ﾀﾀﾞｼ
専務取締役                                   　　半田　禎　　　　　　　　　　　常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗﾏﾂ　ﾋﾄｼ
常務取締役                                        　　平松　均　　　　　　　　　　　常務執行役員
（代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳﾗﾉ　 ｼﾝｼﾞ
常務執行役員                                      　　浦野　伸司　　　　　　　　　執行役員（欧州・アフリカ部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｲﾂ　 ﾔｽﾐ
常務取締役                                        　　新津　靖実　　　　　　　　　執行役員（損害サービス業務部長）

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ
常務執行役員                                      　　遠藤　良成　　　　　　　　　執行役員（財務企画部長）および　東京海上

ホールディングス（株）執行役員（財務企画
部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｾｷﾈ　 ｶｽﾞﾋﾄ
常務執行役員                                      　　関根　和人　　　　　　　　　執行役員（大阪南支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ
常務取締役                                        　　北澤　健一　　　　　　　　　執行役員（人事企画部長）



２．新任役員候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳﾒﾀﾞ　ｺｳｷ
常務執行役員                                      　　梅田　恒樹　　　　　　　　　常務待遇（東京海上ホールディングス（株）

常務執行役員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾂｶ　ﾘｭｳｼﾞ
常務執行役員                                      　　大塚　竜二　　　　　　　　　執行役員待遇（東京海上日動あんしん生命保

険（株）常務取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｱｷ
常務執行役員                                      　　小林　信昭　　　　　　　　　執行役員待遇（東京海上日動安心１１０番

（株）取締役社長）

ｲｼｲ　 ﾖｼﾉﾘ
執行役員 石井　喜紀　　　　　　　　　理事　法務部長　兼　出向（東京海上ホール

ディングス（株）法務部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐｼﾏ　 ﾋﾃﾞｷ
執行役員 三島　秀樹　　　　　　　　　理事　航空保険部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶﾊｼ　ﾏﾅﾌﾞ
執行役員 高橋　学　　　　　　　　　　　理事　静岡自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾉｳｴ　ﾄｷｺ
執行役員 井上　登紀子　　　　　　　理事　コマーシャル損害部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾞｾ　ﾋﾛｼ
執行役員　 永瀬　裕史　　　　　　　　　理事　熊本支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｳﾁ　ﾀｶｼ
執行役員 山内　崇司　　　　　　　　　理事　営業企画部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜﾀﾞ　 ｷﾖｼ
執行役員 和田　清　　　　　　　　　　　理事　米国部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｷﾉｷ　ｶｽﾞﾋﾛ
執行役員 柿木　一宏　　　　　　　　　理事　東京中央支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾁｶﾜ　ﾀｲｽｹ
執行役員待遇 立川　泰輔　　　　　　　　　理事待遇　出向（東京海上日動あんしん生命

保険（株） 関西営業支援部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊｼﾓﾄ　ｾﾝﾘ
執行役員待遇 橋本　千里　　　　　　　　　理事　関西損害サービス第一部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．新任フェロー候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾅｶﾞﾑﾗ ﾏｻｱｷ
フェロー（国際機関対応） 長村　政明　　　　　　　　　理事　経営企画部　専門部長

　
（フェローとは、役員待遇で高度な専門性を発揮して、企業価値の向上に貢献する役割を担う者をいいます。）

　



４．３月３１日付退任予定役員

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ｵｵﾊﾞ　ﾊｼﾞﾒ
退任 大場　肇 取締役副社長

（代表取締役）
ﾎﾘ　  ﾏｺﾄ

退任 堀　　真 専務取締役
（代表取締役）

ｲﾉｳｴ　ﾀｶﾉﾘ
退任 井上　孝則 常務取締役

（代表取締役）
ｶﾝﾀﾞ　ｵｻﾑ

退任 神田　修 常務執行役員

ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ
退任 中村　一彦 常務取締役

ｳｴﾑﾗ　ｻﾄｼ
退任 植村　哲 常務執行役員

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷｵ
退任 中川　幸生 常務執行役員

ｾｷ　ﾏｻﾄｼ
退任 関　正利 常務執行役員

ﾊﾏﾀﾞ　ﾋｻﾄ
退任 濱田　尚人 執行役員（本店営業第三部長）

ﾀｹﾀﾞ　ﾕｳｲﾁ
退任 武田　祐一　　　　　　　　　執行役員（投資運用部長）

ﾊｼﾓﾄ　ｶｵﾙ
退任 橋本　かおる 執行役員（内部監査部長）

ｱﾘﾀ　 ﾚｲｼﾞ
退任 有田　礼二 執行役員

ﾓﾘｻﾜ　ﾀｲｼﾞ
退任 森澤　泰治 執行役員（業務品質部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ
退任 滝澤　俊平　　　　　　　　　執行役員（リスク管理部長）および　東京海

上ホールディングス（株）（リスク管理部
長）

ｼﾏ　  ﾖｼﾋｺ
退任 志摩　昌彦 執行役員（名古屋営業第三部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘﾜｷ　ﾖｳｲﾁ
退任 森脇　陽一　　　　　　　　　執行役員（経理部長）および　東京海上ホー

ルディングス（株）（経理部長）

ｳｴﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ
退任 上田　修司 執行役員（東京自動車損害サービス部長）



６月下旬の株主総会日付予定の役員人事

１．役員の異動（予定）

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ
常務取締役                                      　　遠藤　良成　　　　　　　　　執行役員（財務企画部長）および　東京海上

ホールディングス（株）執行役員（財務企画
部長）

　　 ＊２０２０年４月１日付で常務執行役員に就任予定です。

２．新任監査役候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ｵｵﾊﾞ　ﾊｼﾞﾒ
常勤監査役 大場　肇 取締役副社長

（代表取締役）
＊２０２０年３月３１日付で取締役副社長を退任予定です。

３．退任予定取締役・執行役員

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｶｽﾞ
退任 藤田　裕一 専務取締役

　

４．退任予定監査役

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

ｲﾜｲ　 ｺｳｼﾞ
退任                                          　　岩井　幸司 常勤監査役

半田専務取締役、遠藤常務取締役、北澤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

１．４月１日付就任
　　

［　新　職　］ ［　氏　名　］　　　［　現　職　］

　 ﾑﾗｵｶ　ﾀﾀﾞﾊﾙ
理事 村岡　忠晴　　　　　　　　　首都損害サービス部長

　 ﾅｶﾑﾗ　ﾖｼｷ
理事 中村　芳樹　　　　　　　　　　盛岡支店長

　 ﾄｸﾀﾞ　ﾊｼﾞﾒ
理事 徳田　元　　　　　　　　　　　本店営業第六部長

　 ﾅｶｵ　 ｱｷﾋﾛ
理事 中尾　明洋　　　　　　　　　建設産業営業部長

　 ｱﾏﾉ　 ｼｮｳｲﾁﾛｳ
理事 天野　正一郎　　　　　　　　広島支店長

　 ﾋｶﾞｼ  ｸﾆﾋｺ
理事 東　  邦彦　　　　　　　　　　　　南米部長

　 ｳｲ　  ﾋﾃﾞｵ
理事 宇井　秀夫　　　　　　　　　関西営業第四部長

　 ﾐｷ　  ﾖｼﾄ
理事 三木　仁人　　　　　　　　　名古屋自動車営業第一部長

　 ｱﾀﾞﾁ　ｶｽﾞﾋﾛ
理事 足立　和寛　　　　　　　　　関西損害サービス第二部長

　 ｵｵﾀﾆ　ｽｽﾑ
理事 大谷　晋　　　　　　　　　　　名古屋損害サービス第一部長

　 ｲﾜﾏﾂ　ｹﾝｺﾞ
理事 岩松　賢吾　　　　　　　　　　東京新都心支店長

　 ﾀｹﾓﾄ　ﾀﾀﾞｵ
理事 武元　忠雄　　　　　　　　　　大阪北支店長

　 ｱｷﾗ　 ﾕﾀｶ
理事 明樂　裕　　　　　　　　　　　企業営業開発部長

　 ｶﾓﾝ　 ﾏｻｼ
理事 歌門　正師　　　　　　　　　ＩＴ企画部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗｲ　 ﾏｻﾋﾄ
理事 平井　正仁　　　　　　　　　　ＴＭＩＭ社・クアラルンプール（アジア）駐

在員

　 ｼﾛﾀ　 ﾋﾛｱｷ
理事 城田　宏明　　　　　　　　　　広報部長

　 ｾｷ　  ｸﾆｵ
理事待遇 関　  邦夫　　　　　　　　　　　ＩＴ企画部長

　 ﾃﾗﾓﾄ　ｻﾄﾙ
理事待遇 寺本　聡　　　　　　　　　　　　　出向（東京海上ホールディングス（株）経営

企画部　担当部長）

　 ﾂｼﾞﾉｳﾁ　ﾄﾓｱｷ
理事待遇 辻之内　智章　　　　　　　　　出向（東京海上日動あんしん生命保険（株）

ライフプロ営業部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｷﾔﾏ　ﾋﾛｼ
理事待遇 崎山　裕司　　　　　　　　　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　］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾛﾊｼ　ﾅｵﾄ
退任 諸橋　直人　　　　　　　　　　理事　福岡中央支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾆﾓﾄ　ｼﾝ
退任 谷本　信　　　　　　　　　　　　理事　ＴＭＬＴＨ社・バンコク（アジア）駐

在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂｲ　 ｼﾞｭﾝ
退任 松井　潤　　　　　　　　　　　　理事　ＩＴＧＩ社・ニューデリー（アジア）

首席駐在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｴﾀﾞ　ﾀﾂﾉｽｹ
退任 上田　竜之輔　　　　　　　理事　京滋自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ
退任 宮澤　保　　　　　　　　　　　理事　広域法人部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾝﾉ　 ｼﾞｭﾝ
退任 神野　順　　　　　　　　　　　　　理事　東北業務支援部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾏｷ　 ｼｭｳ
退任 熊木　秀　　　　　　　　　　　理事　埼玉損害サービス部長

以上


