
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２２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

４月１日付の人事異動

＜役員の昇任、就任については２月１２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          　 専務取締役

　 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）

　 ｺﾓﾘ   ﾏｻﾄｼ
執行役員
（総合営業第一部長）

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
（東京自動車営業第一部長）

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
（熊本支店長）

西村　拓浩        　　理事　熊本支店長

　 ｶｷﾀﾆ  ﾅｵﾄ
執行役員
（静岡支店長）

垣谷　直人        　　理事　西東京支店

　 ﾌｼﾞﾀ  ｹｲｺ
執行役員
（上海部長）

藤田　桂子        　　横浜支店長

　 ｽｽﾞｷ  ｹｲｺ
執行役員
（盛岡支店長）

鈴木　恵子        　　京葉支店長

　 ﾎｿｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ
執行役員
（企業商品業務部長）

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）



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１２日に発表済みです。＞

［　新　職　］ ［　氏　名　］  　 ［　現　職　］

　 ｲｿﾀﾞ  ﾀｶｼ
理事　関西業務支援部長 磯田　卓          　　　　理事　総務部長

　 ﾀﾅｶ   ﾃﾙｱｷ
理事　本店営業第二部長 田中　照章        　　理事　ＴＭインドネシア社・ジャカルタ（アジ

ア）首席駐在員

　 ｲｶﾘ ｹｲｼﾞ
理事　神戸中央支店長 碇　圭至          　　理事　営業開発部　担当部長

　 ｲﾄｳ   ｻﾄｼ
理事　東京中央支店長 伊藤　賢          　　理事　本店営業第二部長

　 ﾀｹﾓﾄ  ﾀﾀﾞｵ
理事　長野支店長 武元　忠雄        　　理事　大阪北支店長

　 ｼﾛﾀ   ﾋﾛｱｷ
理事　営業企画部長 城田　宏明        　 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）

　 ﾐｳﾗ   ﾄｷｺ
理事　佐賀支店長 三浦　時子        　　　人事企画部　担当部長

　 ｼﾏ  ｶｽﾞｷﾐ
理事　首都損害サービス部長 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　埼玉中央支店長 東　秀明          　　神戸中央支店長

　 ﾔﾏｼﾀ  ﾏｻｺ
理事　西東京支店長 山下　真粧子      　　旅行業営業部長



Ⅲ.部店長の人事異動

４月１日付の人事異動

［　新　］ ［　氏　名　］

　 ﾀｹﾀﾞ  ﾔｽﾋﾛ
旅行業営業部長 武田　康広        　 旅行業営業部　担当部長

　 ﾄﾖﾀﾞ  ﾂﾈｵ
本店営業第六部長 豊田　恒雄        　 名古屋営業第二部長

　 ｱｻｶ   ﾀｹｼ
建設産業営業部長 浅香　健          　 関西営業第四部　担当部長

　 ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾔ
北海道支店長 石崎　真哉        　　姫路支店　担当部長

　 ﾅｶﾑﾗ  ﾀﾂｵ
札幌支店長 中村　達郎        　 内部監査部　主任内部監査役

　 ﾋﾗﾀ   ﾖｳｲﾁ
北海道損害サービス部長 平田　陽一        　　損害サービス業務部　担当部長

　 ｴﾘｸﾞﾁ   ｶｽﾞﾏｻ
青森支店長 江里口　和雅      　　佐賀支店長

　 ｶｻﾊﾗ  ｼｭｳｽｹ
仙台支店長 笠原　秀介        　　公務第一部長

　 ｲﾏﾂﾞ  ｹｲｼﾞ
福島支店長 今津　啓司        　　　出向（（株）東京海上日動パートナーズ中国四

国代表取締役）

　 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾏｷｺ
関東業務支援部長 永谷　麻紀子      　 企業商品業務部　担当部長

　 ﾂﾀﾞ   ｼｮｳｲﾁ
茨城支店長 津田　祥一        　　出向（東京海上日動あんしん生命保険（株）営

業サポート部長）

　 ｻﾉ    ﾀﾂﾔ
茨城自動車営業部長 佐野　達哉        　　奈良支店長

　 ﾐﾊﾗ   ｼﾞﾛｳ
群馬支店長 三原　二朗        　　　営業開発部　担当部長

　 ｵｵﾊﾞ  ｷﾖﾀｶ
群馬自動車営業部長 大場　清隆        　 自動車営業開発部　担当部長

　 ｴﾊﾗ   ｼﾞｭﾝ
千葉支店長 江原　潤          　　三河支店長

　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｺ
京葉支店長 小林　尚子        　　京葉支店　次長

　 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝ
公務第一部長 安藤　慎          　 確定拠出年金部長

　 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽﾋｻ
東東京支店長 関口　泰久        　　茨城支店長

　 ｻﾝﾄｷ  ﾋﾛﾉﾘ
横浜支店長 山時　寛得        　 情報産業部　担当部長

　 ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｼﾞ
神奈川自動車営業部長 山本　祐士        　　東京海上日動（中国）社・上海（上海）駐在員

　 ﾎｿｶﾜ  ﾄﾓﾐ
新潟支店長 細川　知巳        　　北海道支店長

　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ
富山支店長 小林　直行        　　福岡支店　担当部長

　 ｺｳｸﾞﾁ ｲﾀﾙ
金沢支店長 髙口　格          　　群馬支店　担当部長

　 ﾔﾏﾈ   ﾋﾛﾌﾐ
北陸損害サービス部長 山根　洋史        　　損害サービス業務部　担当部長

　 ｶﾜｽｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ
岐阜支店長 川杉　朋弘        　　千葉支店長

　 ﾀｼﾞﾏ  ﾀﾀﾞｶｽﾞ
浜松支店長 田島　忠和        　　営業開発部　担当部長

　 ﾅｶﾑﾗ  ｼﾝｽｹ
三河支店長 中村　信祐        　　　総務部　担当部長

　 ｻｲﾄｳ  ﾅｵﾄ
愛知公務金融部長 齋藤　直人        　　　医療・福祉法人部　担当部長



　 ﾏﾂｵｶ  ｼﾝｼﾞ
名古屋営業第二部長 松岡　慎二        　 ＨＣＣ社・ロンドン（欧ア）駐在員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔｽﾀﾞ  ﾏｻｼ
京滋損害サービス部長                              　　　　安田　征史        　　神奈川損害サービス部　担当部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ
大阪北支店長                     　　椿原　丈士        　　金沢支店長

　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ
関西営業第二部長 渡邉　雅之        　　企業営業開発部　担当部長

　 ﾖｼﾀﾞ  ﾏｻﾋﾛ
関西営業第三部長 吉田　昌弘        　　　　人事企画部　担当部長

　 ﾖｺｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ
奈良支店長 横澤　雄三        　　神奈川自動車営業部長

　 ｲｼｲ   ﾋﾃﾞﾕｷ
神戸支店長 石井　英行        　 本店営業第四部　担当部長

　 ﾂﾁﾀﾞ  ｼﾝﾔ
山陰支店長 土田　晋也        　　　　営業企画部　担当部長

　 ﾆｼﾀﾞ  ﾏｻﾄ
中国自動車営業第二部長 西田　昌人        　　四国自動車営業部　担当部長

　 ﾀｶﾉ   ﾏｻﾄｼ
中国損害サービス部長 高野　将俊        　 京滋損害サービス部長

　 ﾀｹｳﾁ  ﾋﾃﾞｵ
鹿児島支店長 竹内　秀夫        　　営業開発部　担当部長

　 ｵｵﾀ   ﾀｶﾋｻ
九州損害サービス第一部長 太田　貴久        　 損害サービス業務部　担当部長

　 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾒｲ
ｄＸ推進部長 渡部　光明        　　　　デジタル戦略部長

　 ｶﾜﾓﾄ  ｱｷﾗ
業務企画部長 河本　彰          　 業務企画部　担当部長

　 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾕｷ
総務部長 橋詰　政幸        　　監査役室　担当部長

　 ﾂｹﾞ   ｼﾝｲﾁﾛｳ
ＣＸ・プロセスデザイン部長 柘植　信一郎      　　群馬支店長

　 ﾅｶﾆｼ  ｱｷﾗ
デジタルイノベーション部長 中西　光          　　　　　海外長期出張・サンフランシスコ（デジ戦）駐

在員

　 ｵｵｳﾁ  ｱｷﾄﾓ
金融営業推進部長 大内　章智        　　山陰支店長

　 ｺﾉ    ﾋﾃﾞﾄ
確定拠出年金部長 古野　秀人        　　鹿児島支店長

　 ﾓﾘﾀﾆ  ﾉﾌﾞｱｷ
南米部長 森谷　伸晃        　　ブラジル東京海上社・サンパウロ（南米）駐在

員

　 ﾆｲﾑﾗ  ﾊﾙﾄ
コーポレート運用部長 新村　治人        　　　出向（東京海上ホールディングス（株）財務企

画部　担当部長）

　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ
財務企画部長 小林　裕          　　　　　財務企画部　担当部長

以　上


