
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

 

２０２１年２月１２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、本日開催の取締役会において、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　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｸﾀﾞ  ﾔｽﾉﾌﾞ
副社長執行役員                                    　　福田　安展        　 専務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ
専務取締役                                        　　川口　伸吾        　 常務取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾉ　 ﾋﾛﾋﾄ
専務取締役                                        　　大野　博仁        　 常務執行役員
（代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻﾉ   ﾋﾛｼ
常務執行役員                                      　　浅野　洋          　 執行役員（埼玉中央支店長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｻﾉ　 ｼｭｳｼﾞ
常務執行役員                                      　　浅野　收二        　 執行役員（営業企画部長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾘﾀ   ｶﾂﾋｺ
常務執行役員                                      　　有田　克彦        　 執行役員（経営企画部長　および　業務企画部

長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｷﾉｷ  ｶｽﾞﾋﾛ
常務執行役員                                      　　柿木　一宏        　 執行役員（東京中央支店長）
　　 　

２．新任役員候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
ﾅﾏﾀﾒ    ﾏｻｼ

常務執行役員                  　 生田目　雅史 東京海上ホールディングス（株）執行役員（デ
ジタル戦略部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾓﾘ   ﾏｻﾄｼ
執行役員               　　 小森　政俊        　 理事　総合営業第一部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾂﾞﾙ  ﾐﾂﾄｼ
執行役員 志鶴　光俊        　 理事　東京自動車営業第一部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼﾑﾗ  ﾀｸﾋﾛ
執行役員 西村　拓浩        　 理事　熊本支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｷﾀﾆ  ﾅｵﾄ
執行役員 垣谷　直人        　 理事　西東京支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞﾀ  ｹｲｺ
執行役員                        　　藤田　桂子        　 横浜支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｽﾞｷ  ｹｲｺ
執行役員　 鈴木　恵子        　 京葉支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎｿｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ
執行役員                                        　　細島　英一        　 理事待遇　出向（東京海上日動あんしん生命保

険（株）常務取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌｼﾞｲ  ﾘｭｳﾀ
執行役員待遇 藤井　竜太        　 理事待遇　出向（東京海上日動あんしん生命保

険（株）常務取締役）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅﾍﾞｼﾏ ﾐｶ
執行役員待遇 鍋嶋　美佳        　 出向（東京海上ホールディングス（株）人事部

長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｷﾔﾏ  ﾋﾛｼ
執行役員待遇                                          　　崎山　裕司        　 理事待遇　出向（東京海上ミレア少額短期保険

（株）取締役社長）



３．新任フェロー候補

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾎﾞ   ｼﾞﾛｳ
フェロー（法規・約款） 久保　治郎        　 コマーシャル損害部　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のこと
をいいます。）

４．３月３１日付退任予定役員

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｶﾀﾞ  ﾏｺﾄ
退任                                          　　岡田　誠          　 副社長執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ
退任                                          　　松原　正浩        　 専務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾑﾗ  ﾅｵｷ
退任                                          　　中村　直樹        　 専務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾗﾏﾂ  ﾋﾄｼ
退任                                          　　平松　均          　 常務取締役

（代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷﾀ  　ﾋﾃﾞﾄｼ
退任                                          　　北　　英敏          　常務執行役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺﾐﾔ   ｹﾝｲﾁ
退任                                          　　小宮　健一        　 執行役員（長野支店長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾜﾓﾄ  ﾃﾂﾌﾐ
退任                                          　　川本　哲文        　 執行役員（企業商品業務部長）および　東京海

上ホールディングス（株）（保有再保険部長）

＊東京海上ホールディングス（株）専任の執行役員となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｳﾁ  ﾀｶｼ
退任                                          　　山内　崇司        　 執行役員（ＣＸ・プロセスデザイン部長）

＊４月１日付で日新火災海上保険（株）の取締役常務執行役員に
  就任予定です。



６月下旬の株主総会日付け予定の役員人事

１．新任監査役候補

［　新　職　］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
ｳﾙｼ 　ｼﾎｺ

監査役
（社外監査役）

漆　　紫穂子 （注）漆氏は、現在品川女子学院理事長
です。

２．退任予定監査役

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵｿﾉ  ｴﾐ
退任 大薗　恵美 監査役

（社外監査役）

６月３０日付予定の役員人事

１．退任予定執行役員

［　氏　名　］  　 ［　現　職　］
ｱｻﾉ   ﾋﾛｼ

退任 浅野　洋          　 執行役員（埼玉中央支店長）
＊４月１日付で常務執行役員に就任予定です。

「専務取締役」、「常務取締役」は、それぞれ「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　］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｴﾉ 　ｻﾄﾐ

理事 上野　里美        　 高知支店長
　 ﾐｳﾗ　 ﾄｷｺ

理事　 三浦　時子        　 人事企画部　担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｼﾏﾙ　ｼﾞｭﾝｺ
理事　 石丸　順子        　 人事企画部　担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｽﾞﾔ  ｱﾂﾋﾛ
理事　 鈴谷　篤広        　 東北業務支援部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻﾄｳ   ｼﾞｭﾝｺ
理事　       　　 佐藤　順子        　 本店損害サービス第二部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉﾘﾁｶ
理事　          　　 萩原　則親        　 横浜ベイサイド支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾏｸﾗ  ﾀｲｿﾞｳ
理事　 嶋倉　泰造        　 企業営業開発部　担当部長　兼　出向（東京海

上日動リスクコンサルティング（株）代表取締
役社長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｸﾗ   ﾀﾞｲｽｹ
理事　 鬼倉　大助        　 愛知南支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｶﾞﾗｼ   ﾀｸﾔ
理事　 五十嵐　琢也      　 リスク管理部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲｼｲ   ﾋﾃﾞｷ
理事　         　　 石井　秀樹        　 大阪自動車営業第一部長

ﾔﾏﾀﾞ  ｱﾂｼ
理事　 山田　篤 デルファイ社・ニューヨーク駐在員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｺｼﾞﾏ  ｹﾝ
理事　               　　 小島　憲          　 契約業務サービス推進部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｼﾏ  ｶｽﾞｷﾐ
理事　         　　 島　　一公          　九州損害サービス第一部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼ ﾋﾃﾞｱｷ
理事　 東　　秀明          　神戸中央支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｼﾀ  ﾏｻｺ
理事　                           　　山下　真粧子      　 旅行業営業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｸﾛｷ   ﾁﾕｷ
理事　              　　 黒木　千幸        　 大阪自動車営業第二部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾘﾀ   ﾕｷｵ
理事　 有田　幸央        　 上海部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾄﾓｼﾞ
理事　                　　 東村　智司        　 静岡自動車営業部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｵｷ   ｱｷﾗ
理事　 青木　章          　 業務企画部  担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾀ   ﾏｻﾋﾛ
理事　              　　 太田　征宏        　 損害サービス業務部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｻﾉ     ﾐﾉﾙ
理事　                 　　 与謝野　稔        　 個人商品業務部　担当部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｹｵ
理事　                  　　 椙村　岳央        　 医療・福祉法人部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾊﾗ  ﾖｼｱｷ
理事　 中原　好謙        　 投資運用部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ
理事　                　　 渡邊　崇志        　 自動車営業開発部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾘｴ   ﾃﾂﾛｳ
理事　                      　　 堀江　哲朗        　 名古屋営業第三部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾗﾀﾞ  ｷﾖｼ
理事待遇　 原田　清          　 青森支店長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｷｮｳｺﾞｸ ﾂﾈｺ
理事待遇　            　　 京極　常子        　 内部監査部　担当部長



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｺ
理事待遇　

山口　史子        　
出向（（株）東京海上日動パートナーズ東海北
陸　担当部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾗﾀﾞ  ｴｲｼﾞ
理事待遇　 原田　英治        　 財務企画部長 兼 出向 （東京海上ホールディン

グス（株）財務企画部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖｺｳﾁ  ｷｲﾁﾛｳ
理事待遇　                  　　 横内　輝一郎      　 関西営業第三部長

２．３月３１日付退任
［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾜｸﾏ  ﾋﾛﾅﾘ
退任                                         　　岩隈　博成        　 理事　ＴＭＭＥ社・ドバイ（企営開）首席駐在

員

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｹｼ
退任  吉田  毅 理事　関西業務支援部長

ﾊﾈﾀﾞ  ﾏｻﾄ
退任  羽田  真人 理事　静岡支店長

ｲｻﾞﾜ  ﾄｵﾙ
退任  井澤　徹 理事　仙台支店長

ｻﾄｳ   ﾐﾂﾀｶ
退任  佐藤　充孝 理事　ＩＴＧＩ社・ニューデリー（アジア）首

席駐在員

ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁﾛｳ
退任  藤本　一郎 理事　コーポレート運用部長

ﾑﾗｵｶ  ﾀﾀﾞﾊﾙ
退任  村岡　忠晴 理事　首都損害サービス部長

ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼｷ
退任  中村　芳樹 理事　盛岡支店長

ﾄｸﾀﾞ  ﾊｼﾞﾒ
退任  徳田　元 理事　本店営業第六部長

ﾅｶｵ   ｱｷﾋﾛ
退任  中尾　明洋 理事　建設産業営業部長

以上


