
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２１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　］

　 ﾊﾝﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ
専務取締役
（経営企画部長）

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

（関西公務金融部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾘ  ﾐﾜｺ
執行役員
（東海・北陸業務支援部長）

森　美和子        　 執行役員
（本店損害サービス第二部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾆｼ   ﾀｶﾋｻ
執行役員
（営業開発部長）

小西　孝久        　　執行役員
（高松支店長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｼｲ   ﾖｼﾉﾘ
執行役員
（法務部長）

石井　喜紀        　　理事　法務部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐｼﾏ   ﾋﾃﾞｷ
執行役員
（欧州・アフリカ部長）

三島　秀樹        　　理事　航空保険部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶﾊｼ  ﾏﾅﾌﾞ
執行役員
（栃木支店長）

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
（コマーシャル損害部長）

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
（大阪南支店長）

永瀬　裕史        　　理事　熊本支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｳﾁ  ﾀｶｼ
執行役員
（ＣＸ・プロセスデザイン部長）

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
（米国部長）

和田　清          　　理事　米国部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｷﾉｷ  ｶｽﾞﾋﾛ
執行役員
（東京中央支店長）

柿木　一宏        　　理事　東京中央支店長



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　滋賀支店長 坂田　純恵        　　理事　山梨支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ

理事　業務品質部長 山崎　曜太        　　理事　業務品質部　担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾂﾞﾙ  ﾐﾂﾄｼ

理事　東京自動車営業第一部長 志鶴　光俊        　 理事　自動車営業開発部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼﾑﾗ  ﾀｸﾋﾛ

理事　熊本支店長 西村　拓浩        　　理事　栃木支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｴｷ   ﾀｹｵ

理事　内部監査部長 佐伯　猛雄        　　理事　営業開発部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾑﾗｵｶ  ﾀﾀﾞﾊﾙ

理事　首都損害サービス部長 村岡　忠晴        　 首都損害サービス部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼｷ

理事　盛岡支店長 中村　芳樹        　　盛岡支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾄｸﾀﾞ  ﾊｼﾞﾒ

理事　本店営業第六部長 徳田　元          　 本店営業第六部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶｵ   ｱｷﾋﾛ

理事　建設産業営業部長 中尾　明洋        　 建設産業営業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾏﾉ   ｼｮｳｲﾁﾛｳ

理事　情報産業部長 天野　正一郎      　　広島支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼ  ｸﾆﾋｺ

理事　南米部長 東　  邦彦          　　南米部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｲ    ﾋﾃﾞｵ

理事　航空保険部長 宇井　秀夫        　 関西営業第四部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐｷ    ﾖｼﾄ

理事　名古屋自動車営業第一部長 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　東関東損害サービス部長 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　名古屋損害サービス第一部長 大谷　晋          　 名古屋損害サービス第一部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾃﾗﾓﾄ  ｻﾄﾙ

理事　経理部長 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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾜﾏﾂ  ｹﾝｺﾞ

理事　広島支店長 岩松　賢吾        　　東京新都心支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｹﾓﾄ  ﾀﾀﾞｵ

理事　大阪北支店長 武元　忠雄        　　大阪北支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｷﾗ   ﾕﾀｶ

理事　企業営業開発部長 明樂　裕          　 企業営業開発部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾓﾝ   ﾏｻｼ

理事　ＩＴ企画部長 歌門　正師        　 ＩＴ企画部　担当部長



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　］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾙﾓ   ﾋﾛｼ
総合営業第二部長 丸茂　弘          　 内部監査部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾔﾇﾏ  ﾐﾂﾋｺ
船舶営業部長 栢沼　光彦        　 西日本船舶営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾕｳｷ   ｲﾁﾛｳ
本店営業第一部長 結城　一郎        　 本店営業第一部　担当部長

ﾑﾗﾀ   ﾖｼｱｷ
本店営業第三部長 村田　喜昭 人事企画部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻﾄｳ   ｼﾞｭﾝｺ
本店損害サービス第二部長 佐藤　順子        　　埼玉損害サービス部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ
東京自動車損害サービス部長 小林　吉彦        　 大阪自動車損害サービス部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾄﾍﾞ  ﾄﾓﾋｺ
札幌中央支店長 跡部　智彦        　　営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｽﾞﾔ  ｱﾂﾋﾛ
東北業務支援部長 鈴谷　篤広        　　　三重支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶﾀﾞ  ﾄｼｱｷ
福島自動車営業部長 岡田　敏明        　 自動車営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾐｽﾞ  ﾉﾌﾞｷ
埼玉支店長 清水　伸樹        　　出向（（株）東京海上日動パートナーズ九州代

表取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｸﾑﾗ  ﾕｳｻｸ
埼玉自動車営業第一部長 奥村　祐作        　 横浜自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀﾅｶ   ﾋﾛｷ
埼玉損害サービス部長 田中　宏樹        　 出向（東京海上日動調査サービス（株）勤務）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾏﾂ   ﾄｼｱｷ
公務開発部長 小松　利彰        　　　　　企業商品業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｶｴ ｺｳｲﾁﾛｳ
広域法人部長 榮　浩一郎        　　営業開発部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｼｲ   ﾏｻﾙ
東京新都心支店長 石井　勝          　　契約業務サービス推進部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｹｳﾁ  ｹﾝ
ライフプロ営業部長 武内　健          　　　中国・四国業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｼﾀﾞ  ﾀｶﾋﾛ
横浜自動車営業部長 吉田　隆浩        　 東京自動車営業第三部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂｳﾗ  ｶｽﾞﾋｺ
神奈川損害サービス部長 松浦　和彦        　　損害サービス業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜｸﾞﾁ  ﾋﾛｼ
山梨支店長 川口　裕司        　　公務第一部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾄﾋﾛ  ｹｲｿﾞｳ
岐阜自動車営業部長 元廣　桂三        　　宮崎支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾄﾓｼﾞ
静岡自動車営業部長 東村　智司        　 大阪自動車営業第二部長



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ
静岡損害サービス部長 宮嵜　誠          　 損害サービス業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｷﾞｲ  ｼﾝ
名古屋営業第一部長 杉井　森          　 関西業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾘｴ   ﾃﾂﾛｳ
名古屋営業第三部長 堀江　哲朗        　　　経営企画部長

ｽｶﾞｲ  ﾉﾌﾞｱｷ  
名古屋自動車営業第四部長 菅井　信明 東京海上日動（中国）社・北京（上海）駐在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾄｸﾅｶﾞ ｶﾂﾛｳ
名古屋損害サービス第二部長 徳永　克郎 九州損害サービス第二部　担当部長

ﾗｲ  ﾏｻﾕｷ 
三重支店長 頼　雅之 関東業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼｵ   ﾀﾞｲｼﾞｭ
京都支店長 西尾　大樹        　　　北海道業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙｵ
京滋自動車営業部長 杉本　晃男        　 埼玉自動車営業第一部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｼﾉ   ﾀｶｵ
関西公務金融部長 吉野　貴雄        　 公務開発部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ
関西営業第一部長 堤　伸浩          　 情報産業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵﾉｻﾞﾜ   ﾀｸﾐ
関西営業第四部長 小野沢　匠        　 関西営業第一部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾛｷ   ﾁﾕｷ
大阪自動車営業第二部長 黒木　千幸        　 岐阜自動車営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾐﾂﾏｻ
関西損害サービス第一部長 兵頭　詳正        　　　　　損害サービス業務部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔｲﾛ   ｺｳｼﾞ
関西損害サービス第二部長 八色　浩二        　 静岡損害サービス部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵﾉ    ﾏｻﾋｺ
大阪自動車損害サービス部長 小野　正彦        　　九州業務支援部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ
姫路支店長 小林　弘          　　滋賀支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾔｹ   ｹﾝｲﾁﾛｳ
西日本船舶営業部長 三宅　謙一郎      　 船舶営業部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾊﾀ   ｼﾝｲﾁﾛｳ
神戸損害サービス部長 八幡　真一郎      　　神戸損害サービス部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻﾀﾞ  ﾖｼﾔｽ
中国損害サービス部長 浅田　佳靖        　　本店損害サービス第一部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂｼﾏ  ﾄｵﾙ
徳島支店長 松島　徹          　　山梨支店　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｲｶﾜ  ﾀﾛｳ
高松支店長 西川　太郎        　　　出向（（株）東京海上日動パートナーズＴＯＫ

ＩＯ代表取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾄｳ   ｼｹﾞｷ
愛媛支店長 伊藤　茂喜        　　　出向（（株）東京海上日動パートナーズ東海北

陸代表取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺｻｶ   ﾏｻﾐﾁ
福岡中央支店長 小坂　正道        　　姫路支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾝｻﾞｷ ｻﾄｼ
福岡支店長 神崎　聡          　 本店営業第六部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗｻﾜ  ﾋﾛｷ
宮崎支店長 平澤　宏基        　　大阪南支店　担当部長

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ 
デジタル戦略部長 渡部  光明 出向（東京海上ホールディングス（株）事業戦

略部　担当部長）



ﾓﾘﾔﾏ  ｻﾄｼ
人事企画部長 守山　聡 人事企画部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶｼﾏ  ｼｭｳｻｸ
広報部長 髙島　周作        　　総合営業第一部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｶﾞﾗｼ   ﾀｸﾔ
リスク管理部長 五十嵐　琢也      　　　　出向（東京海上ホールディングス（株）リスク

管理部　担当部長）

　 ｺｼﾞﾏ  ｹﾝ
契約業務サービス推進部長 小島　憲          　 関西営業第一部長

　 ｸｽﾀﾆ  ﾏｻﾙ
デジタルイノベーション部長 楠谷　勝          　　デジタルイノベーション共創部長

　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ
自動車営業開発部長 渡邊　崇志        　 自動車営業開発部　担当部長

　 ｵｵﾀ   ﾏｻﾋﾛ
損害サービス業務部長 太田　征宏 出向（東京海上インターナショナルアシスタン

ス（株）代表取締役社長）

　 ﾊﾗﾀﾞ  ｴｲｼﾞ
財務企画部長 原田　英治        　　　　　財務企画部　担当部長

　 ﾅｶﾊﾗ  ﾖｼｱｷ
投資運用部長 中原　好謙        　　　　投資運用部　担当部長

以　上


