
２０２２年３月４日

 大樹生命保険株式会社（代表取締役社長  吉村 俊哉）は、２０２２年３月２５日付で、別紙の

とおり組織改正と人事異動を行いますので、お知らせいたします。

組織改正と人事異動のお知らせ 
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組織改正について 

 
 ２０２２年３月２５日付で、次のとおり組織の一部改正を実施します。 

 

１．組織の改正 

   中期経営計画２０２３の２年目である２０２２年度では、お客さま対応品質の更なる向上を

図る観点から、以下の組織を新設します。 

 

（１） お客さま本位業務運営の更なる推進を図る観点から、業務推進部に業務コンプライア

ンス管理室を新設します。 

 

（２） コンプライアンス統括部を再編して、コンダクトリスクに関わる機能を企画部に移管

し、企業法務の実務機能を担う組織として法務室を新設します。 

 

（３） 営業企画部のＩＣＴ推進を担う機能を移管するとともに、中長期成長戦略の柱である

ＤＸの全体戦略・統制・調整を担う組織として、ＤＸ戦略部を新設します。 

 

（４） 営業活動モデルの標準化によるお客さま対応品質向上とＰＤＣＡをより一層図る観点 

から、新活動開発室を再編して、新活動開発部を新設します。 

 

 

※改正後の組織については別表１、２を参照願います。 

 



■監査部門 ■コーポレートスタッフ部門 ■営業部門

　

■リスク管理部門

■コンプライアンス部門

■運用部門

■お客さまサービス部門

DX戦略部

お客さまｻｰﾋﾞｽ統括部

総務部

経
営
会
議

法務室

取
締
役
会

監査役室

保険計理人

指名・報酬諮問委員会

監査役会
監査役

株
主
総
会

構造改革推進室

営業企画部

主計部

営業教育部商品開発部

営業総務部システム企画部

基盤センター

損保業務部

新活動開発部

代理店管理部

代理店業務部

契約部

収納保全部

企業保険部

保険金部

お客さまサービス部

安心さぽーと事業部

コンプライアンス統括部

法人営業統括本部 法人業務部

法人営業部

不動産部

運用統括部

リスク管理部

市場運用部

特別勘定運用部

融資部

東京プラネット事業部

運用審査部

大阪プラネット事業部

人事部

人の大樹ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室

支　社

営業職員制度部
ＰＭＭサービス事業部

東京マーケット事業部

大樹生命保険株式会社 組織図Ⅰ （２０２２年３月２５日）

監査部 企画部 営業統括本部 業務推進部

＜別表１＞
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公共・広域法人営業部

国際法人営業部

関西法人営業部

東海法人営業部

南九州支社

東京プラネット事業部 湘南支社 姫路支社

ＰＭＭサービス事業部 横浜支社 南大阪支社 大分支社

町田支社 北大阪支社 熊本支社

大阪プラネット事業部 奈良支社

安心さぽーと事業部 和歌山支社

東京マーケット事業部 横浜北支社 神戸支社

東京支社 京都支社 佐賀支社

東京南支社 大阪支社 長崎支社

柏支社 滋賀支社 三池支社

会津支社 千葉支社 近畿エリア 北九州支社

郡山支社 首都圏南エリア 三重支社 福岡支社

山形支社 新潟支社 岡崎支社 九州エリア

秋田支社 東京北支社 名古屋支社 愛媛支社

岩手支社 東京東支社 静岡支社 徳島支社

仙台支社 東京西支社 浜松支社 高松支社

函館支社 栃木支社 金沢支社 岡山支社

苫小牧支社 群馬支社 福井支社 広島支社

道東支社 埼玉支社 松本支社 福山支社

青森支社 埼玉西支社 岐阜支社 山口支社

大樹生命保険株式会社 組織図Ⅱ （２０２２年３月２５日）

札幌支社 茨城支社 富山支社 山陰支社

営業統括本部 法人営業統括本部

東日本エリア 首都圏北エリア 中部エリア 中四国エリア 法人営業第一部

法人営業第二部

＜別表２＞
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Ⅰ．役員の部

１．退任 （２０２２年３月２４日付）

現役職 氏　名

代表取締役　専務執行役員 高田　保豊

取締役　執行役員 武邑　淳史

取締役 朝日　智司

常務執行役員 久慈　宏明

常務執行役員 矢部　隆明

執行役員 山西　清孝

執行役員 山下　貴久

２．異動 （２０２２年３月２５日付）

新役職 氏　名

○

副社長執行役員
企画部、構造改革推進室、主計部、商品開発部、
システム企画部、営業企画部、ＤＸ戦略部、人事部、
人の大樹プロジェクト推進室、営業職員制度部、
不動産部管掌役員
監査部担当役員

中村　克

取締役　常務執行役員
チーフインフォメーションオフィサー
兼 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー
システム企画部、ＤＸ戦略部、人事部、
お客さまサービス統括部、契約部、収納保全部、保険金部、
お客さまサービス部、企業保険部、代理店管理部、
代理店業務部担当役員

杉岡　淳

取締役　常務執行役員
企画部、商品開発部、営業企画部、営業職員制度部
担当役員

前川　等

取締役　執行役員
チーフコンプライアンスオフィサー
兼　チーフリスクマネジメントオフィサー
兼　チーフプライバシーオフィサー
法務室、リスク管理部、運用審査部、
コンプライアンス統括部担当役員

小城　健治

○
執行役員
運用統括部、市場運用部、特別勘定運用部担当役員

安達　哲哉

常務執行役員
法人営業統括本部長

中野　宏亮

常務執行役員
営業統括本部長

梅津　英夫

執行役員
総務部、融資部、不動産部担当役員 橋本　有二郎

執行役員
人事部長　兼　構造改革推進室参与
兼　人の大樹プロジェクト推進室参与

人事異動について

取締役　常務執行役員
チーフインフォメーションオフィサー
兼 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー
システム企画部、人事部、お客さまサービス統括部、
契約部、収納保全部、保険金部、お客さまサービス部、
企業保険部、代理店管理部、代理店業務部担当役員

ニッセイ・キャピタル株式会社　代表取締役社長

就任予定先（当社関連）

日本生命保険相互会社　代表取締役　副社長執行役員

３月２５日付
株式会社三生オンユー・インシュアランス・
マネジメント　代表取締役社長に就任予定

執行役員
商品開発部、営業職員制度部担当役員

３月２５日付
参事　京都支社長

３月２５日付
嘱託　参与（監査役室）

現役職

執行役員
法人営業第一部長

取締役　執行役員
チーフコンプライアンスオフィサー
兼　チーフリスクマネジメントオフィサー
兼　チーフプライバシーオフィサー
リスク管理部、運用審査部、コンプライアンス統括部担当役員

３月２５日付
参事　法人営業統括本部　法人担当

取締役　常務執行役員
企画部、構造改革推進室、主計部担当役員
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新役職 氏　名

○
執行役員
構造改革推進室、主計部担当役員

今野　英史

○
執行役員
業務推進部長

藏橋　吉史

○
執行役員
商品開発部長

永松　司

注１：○印は新任執行役員を示しています。

注２：委嘱事項の変更部分を下線にて示しています。

３．臨時株主総会（２０２２年３月２５日開催予定）に付議される新任取締役候補

○２０２２年３月２５日付　新任取締役候補

現役職（２０２２年３月２５日現在） 氏　名

副社長執行役員 中村　克

執行役員 安達　哲哉 取締役　執行役員に就任予定

日本生命保険相互会社
取締役　常務執行役員 佐藤　和夫

株式会社三井住友銀行　取締役　兼　専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
取締役　執行役専務　グループCFO　兼　グループCSO

中島　達

注：佐藤 和夫氏は非常勤取締役、中島 達氏は社外取締役候補者です。

現役職

主計部長　兼　構造改革推進室上席審議役

取締役に就任予定

名古屋支社長

商品開発部長

注３：法人営業統括本部傘下の組織は、法人業務部、法人営業部
      営業統括本部傘下の組織は、業務推進部、新活動開発部、基盤センター、営業教育部、営業総務部、損保業務部、
      支社、事業部

就任予定

代表取締役　副社長執行役員に就任予定

取締役に就任予定
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■ 役員構成 （２０２２年３月２５日現在）
大樹生命保険株式会社

役　職　名 氏　　　名 委嘱事項

取締役会長 　黒田　正実

代表取締役社長
社長執行役員

　吉村　俊哉

代表取締役
副社長執行役員

　中村　克
　企画部、構造改革推進室、主計部、商品開発部、システム企画部、営業企画部、ＤＸ戦略部、
　人事部、人の大樹プロジェクト推進室、営業職員制度部、不動産部管掌役員
  監査部担当役員

取締役
常務執行役員

  杉岡　淳
　チーフインフォメーションオフィサー 兼 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー
  システム企画部、ＤＸ戦略部、人事部、お客さまサービス統括部、契約部、収納保全部、
  保険金部、お客さまサービス部、企業保険部、代理店管理部、代理店業務部担当役員

取締役
常務執行役員

  前川　等   企画部、商品開発部、営業企画部、営業職員制度部担当役員

取締役
執行役員

　小城　健治
　チーフコンプライアンスオフィサー　兼　チーフリスクマネジメントオフィサー
　兼　チーフプライバシーオフィサー
　法務室、リスク管理部、運用審査部、コンプライアンス統括部担当役員

取締役
執行役員

　安達　哲哉   運用統括部、市場運用部、特別勘定運用部担当役員

取締役（非常勤） 　佐藤　和夫  （日本生命保険相互会社　取締役　常務執行役員）

取締役（社外） 　中島　達
 （株式会社三井住友銀行　取締役　兼　専務執行役員
　 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
　 取締役　執行役専務　グループＣＦＯ　兼　グループＣＳＯ）

常務執行役員   中野　宏亮 　法人営業統括本部長

常務執行役員 　梅津　英夫   営業統括本部長

執行役員   佐藤　岳央 　企画部長　兼　構造改革推進室参与　兼　人の大樹プロジェクト推進室参与

執行役員   丹波　由規枝 　人の大樹プロジェクト推進室担当役員

執行役員   橋本　有二郎   総務部、融資部、不動産部担当役員

執行役員 　井田　達三 　お客さまサービス統括部長　兼　構造改革推進室参与　兼　人の大樹プロジェクト推進室参与

執行役員 　今野　英史 　構造改革推進室、主計部担当役員

執行役員 　藏橋　吉史 　業務推進部長

執行役員 　永松　司 　商品開発部長

監査役   村田　富生

監査役   大畑　貴彦

監査役（社外） 　関　葉子 （銀座プライム法律事務所　弁護士、公認会計士）

監査役（社外） 　石尾　肇 （石尾公認会計士事務所所長　公認会計士、税理士）

※　法人営業統括本部傘下の組織は、法人業務部、法人営業部
※　営業統括本部傘下の組織は、業務推進部、新活動開発部、基盤センター、営業教育部、営業総務部、損保業務部、支社、事業部
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履    歴    書 
 

                                  中
なか

 村
むら

  克
まさる

  

１９６０年１０月４日生 

 

    現役職  日本生命保険相互会社 代表取締役 副社長執行役員 

 

学   歴 

    １９８４年 ３月  大阪大学 経済学部 卒業 

 

略    歴 

１９８４年 ４月  日本生命保険相互会社 入社 

２００５年 ３月  同社 町田支社長  

２００７年 ３月  同社 営業企画部長 兼 営業人事部長  

２００９年 ３月  同社 人事部長  

２０１１年 ３月  同社 執行役員 人事部長 兼 震災復興局  

２０１２年 ３月  同社 執行役員 人事部長 兼 人材開発室長  

２０１３年 ３月  同社 執行役員 業務部長  

２０１５年 ３月  同社 常務執行役員 審議役（人事部）  

２０１５年 ７月  同社 取締役 常務執行役員  

                 （財務審査部、証券管理部、秘書部、企画総務部（東京）、 

ＣＳＲ推進部、関連事業部、人事部、営業人事部、 

総務部他担当）  

２０１６年 ３月  同社 取締役 常務執行役員  

                 （財務審査部、証券管理部、秘書部、関連事業部、 

人事企画部、人事部、営業人事部、総務部他担当）  

２０１７年 ３月  同社 取締役 常務執行役員  

                 （財務審査部、証券管理部、秘書部、企画総務部、 

関連事業統括部、人事企画部、人材開発部、人事部、 

総務部他担当）  

２０１８年 ３月  同社 取締役 専務執行役員  

                 （財務審査部、証券管理部、秘書部、企画総務部、 

関連事業統括部、人事企画部、人材開発部、人事部、 

総務部他担当）  

２０１９年 ３月  同社 代表取締役 副社長執行役員  

                 地域総括部長 兼 人材育成推進本部長 

 兼 損保業務推進本部長 

（首都圏・東海・近畿営業本部、営業教育部、業務部、 

損保業務部他担当） 

代理店営業本部管掌（現任） 

以  上  
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履    歴    書 
 

                            

安
あ

 達
だち

 哲
てつ

 哉
や

 

１９６６年１０月９日生 

 

    現役職  ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役社長 

 

学   歴 

    １９９１年 ３月  同志社大学 商学部 卒業 

 

略    歴 

１９９１年 ４月  日本生命保険相互会社 入社 

２０１３年 ３月  同社 融資総務部担当部長 兼 個人融資業務室長  

２０１６年 ３月  同社 資金証券部長  

２０１８年 ３月  ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役社長（現任） 

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

 

佐
さ

 藤
とう

 和
かず

 夫
お

 

１９６６年２月１６日生 

 

    現役職  日本生命保険相互会社 取締役 常務執行役員 

 

学   歴 

    １９８９年  ３月  早稲田大学 政治経済学部 卒業 

 

略    歴 

１９８９年  ４月  日本生命保険相互会社 入社 

２０１０年  ３月    同社 融資総務部担当部長 兼 資本市場営業室長 

２０１１年  ３月    同社 財務第三部長 

２０１４年  ３月    同社 財務企画部長 

２０１７年  ３月    同社  執行役員 総合企画部長 

２０１８年  ３月    同社 執行役員 総合企画部長 兼 イノベーション開発室長 

２０１９年  ３月    同社 執行役員 総合企画部長 

兼 審議役（グループ事業推進部） 

兼 審議役（ＣＳＲ推進部） 

２０２０年 ３月  同社 執行役員 審議役（コンプライアンス統括部） 

２０２０年 ７月  同社 取締役 執行役員 

          （法務部、コンプライアンス統括部、リスク管理統括部、 

           海外事業管理部担当） 

２０２１年 ３月  同社 取締役 常務執行役員 

          （法務部、コンプライアンス統括部、リスク管理統括部、 

           海外事業管理部、財務審査部、証券管理部担当）（現任） 

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

中
なか

 島
しま

  達
とおる

 

１９６３年９月１４日生 

 

    現役職  株式会社三井住友銀行 取締役 兼 専務執行役員  

         株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

         取締役 執行役専務 グループＣＦＯ 兼 グループＣＳＯ          

     

学   歴 

    １９８６年 ３月  東京大学 工学部 卒業 

 

略    歴 

１９８６年 ４月  株式会社住友銀行 入行  

２０１４年 ４月  株式会社三井住友銀行 執行役員 リテール統括部長  

          兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

 コンシューマービジネス統括部長  

２０１５年 ４月  同行 執行役員 経営企画部長  

          兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 企画部長 

２０１６年 ４月  同行 常務執行役員 経営企画部長  

         兼 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 企画部長 

２０１７年  ４月  同行 常務執行役員  

          株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員  

２０１９年 ３月  同行 取締役 兼 常務執行役員  

          株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員  

２０１９年 ４月  同行 取締役 兼 専務執行役員  

          株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

          執行役専務 グループＣＦＯ 兼 グループＣＳＯ 

２０１９年 ６月  同行 取締役 兼 専務執行役員  

          株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

          取締役 執行役専務 グループＣＦＯ 兼 グループＣＳＯ 

          （現任）  

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

                                 中
なか

 野
の

 宏
ひろ

 亮
あき

 

                               １９６７年５月１２日生 

 

    現役職  執行役員 法人営業第一部長 

 

 

学   歴 

１９９０年 ３月  筑波大学 第三学群 卒業 

 

略   歴 

１９９０年 ４月  三井生命保険相互会社 入社 

２００９年 ４月  三井生命保険株式会社 愛媛支社長 

２０１２年 ４月  同社 業務推進部 業務推進グループ長 

２０１３年１０月  同社 東京西支社長 

２０１６年 ３月  同社 兵庫支社長 

２０１７年 ３月  同社 神戸支社長 

２０１９年 ４月  大樹生命保険株式会社 神戸支社長 

２０２０年 ３月  同社 執行役員 法人営業第一部長（現任） 

 

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

                                 梅
うめ

 津
つ

 英
ひで

 夫
お

 

                                １９６６年８月２日生 

 

    現役職  執行役員 商品開発部、営業職員制度部担当役員 

 

 

学   歴 

１９９１年 ３月  慶應義塾大学 商学部 卒業 

 

略   歴 

１９９１年 ４月  三井生命保険相互会社 入社 

２００８年 ４月  三井生命保険株式会社 高松支社長 

２０１１年 ４月  同社 事務統括部 事務統括グループマネージャー 

２０１３年 ３月  同社 調査広報部長 

２０１４年 ３月  同社 東京南支社長 

２０１７年 ３月  同社 人事部長 

２０１９年 ４月  大樹生命保険株式会社 人事部長 

２０２０年 ３月  同社 執行役員 中部・近畿営業本部長 

２０２１年 ３月  同社 執行役員 商品開発部、営業職員制度部担当役員（現任） 

 

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

今
こん

 野
の

 英
ひで

 史
ふみ

  

１９６６年６月１２日生 

 

    現役職  主計部長 兼 構造改革推進室 上席審議役 

     

学   歴 

１９８９年 ３月  東北大学 理学部 卒業 

     

略    歴 

１９８９年 ４月  三井生命保険相互会社 入社 

２０１５年 ３月  三井生命保険株式会社 主計部 副部長 

２０１８年 ３月  同社 主計部長 

２０１９年 ４月  大樹生命保険株式会社 主計部長 

２０２１年 ３月   同社 主計部長 兼 構造改革推進室 上席審議役（現任） 

 

以  上 
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履    歴    書 
 

                            

                                    藏
くら

 橋
はし

 吉
よし

 史
ふみ

 

                               １９６８年１２月５日生 

 

    現役職  名古屋支社長 

 

学   歴 

１９９１年 ３月   芝浦工業大学 工学部 卒業 

 

略   歴 

１９９１年 ４月  三井生命保険相互会社 入社 

２０１２年 ４月  三井生命保険株式会社 山形支社長 

２０１３年 ３月  同社 東北支社 山形エリアマネージャー 

２０１４年 ３月  同社 静岡支社長 

２０１７年 ３月  同社 営業教育部 営業力強化グループ長 

２０１９年 ３月  同社 営業教育部長 

 兼 東京集合教育センター長 

２０１９年 ４月  大樹生命保険株式会社 営業教育部長 

 兼 東京集合教育センター長 

２０２０年 ３月   同社 名古屋支社長 （現任）                 

 

      以  上 
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履    歴    書 
 

                            

                                  永
なが

 松
まつ

  司
まもる

 

                               １９６７年４月１３日生 

 

    現役職  商品開発部長 

 

学   歴 

１９９１年 ３月  同志社大学 工学部 卒業 

 

略   歴 

１９９１年 ４月  三井生命保険相互会社 入社 

２０１４年 ３月  三井生命保険株式会社 湘南支社長 

２０１８年 ３月  同社 新潟支社長 

２０１９年 ４月  大樹生命保険株式会社 新潟支社長 

２０２１年 ３月  同社 商品開発部長 （現任） 

 

以  上 

 



Ⅱ．職員の部

　部長級および支社長の異動（２０２２年３月２５日付）

新役職 現役職 氏   名

参事　京都支社長 常務執行役員 久慈　宏明

支配人　東京西支社長 東京西支社長 木村　太

支配人　新潟支社長 新潟支社長 星野　篤

企画部担当部長兼構造改革推進室上席審議役兼人の大樹プロ
ジェクト推進室上席審議役

コンプライアンス統括部長 林　和彦

主計部長兼構造改革推進室上席審議役 主計部副部長兼経理グループ長 網谷　浩

商品開発部担当部長兼営業統括本部担当部長兼営業企画部担
当部長兼リスク管理部担当部長（日本生命保険相互会社より
出向）

　 曽我石　次郎

商品開発部専門部長 リスク管理部長 杉江　夏彦

商品開発部副部長兼リスク管理部副部長（日本生命保険相互
会社より出向）

　 宇佐美　崇

システム企画部長兼構造改革推進室上席審議役兼大樹生命ア
イテクノロジー株式会社代表取締役社長

システム企画部システム企画グループ長兼構造改革推進室審
議役

佐藤　賢一

システム企画部副部長兼お客さまサービス統括部副部長兼リ
スク管理部副部長

システム企画部副部長兼お客さまサービス統括部副部長 正田　直行

営業企画部長兼営業職員制度部長兼構造改革推進室上席審議
役兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議役

企画部担当部長兼構造改革推進室上席審議役兼人の大樹プロ
ジェクト推進室上席審議役

西本　毅

ＤＸ戦略部長
システム企画部長兼構造改革推進室上席審議役兼大樹生命ア
イテクノロジー株式会社代表取締役社長

安藤　敏

人事部長兼構造改革推進室上席審議役兼人の大樹プロジェク
ト推進室上席審議役

札幌支社長 江発田　智久

人事部副部長 人事部人事総務グループ長兼健康経営推進グループ審議役 赤間　朋美

人事部人材開発室長兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議
役

柏支社長 宮田　忠文

人事部機関経営キャリア開発室長 横浜北支社長 草川　雄己

営業職員制度部副部長兼営業企画部副部長兼人の大樹プロ
ジェクト推進室審議役（日本生命保険相互会社より出向）

　 石田　敏博

リスク管理部長 リスク管理部副部長兼財務リスク統括グループ長 木村　理恵

リスク管理部担当部長兼お客さまサービス統括部担当部長兼
システム企画部担当部長（日本生命保険相互会社より出向）

　 對馬　圭太郎

リスク管理部副部長兼企画部審議役（日本生命保険相互会社
より出向）

　 福田　圭祐

コンプライアンス統括部長 お客さまサービス部長 斉藤　隆彦

コンプライアンス統括部副部長（日本生命保険相互会社より
出向）

　 宮沢　成嘉

お客さまサービス統括部副部長兼リスク管理部副部長
お客さまサービス統括部副部長兼企業保険部副部長兼代理店
管理部副部長

白岩　剛
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新役職 現役職 氏   名

お客さまサービス統括部副部長兼リスク管理部副部長 お客さまサービス統括部副部長 松村　貴博

収納保全部長 東海法人営業部長兼関西法人営業部長 吉岡　剛

お客さまサービス部長
企画部経営総務グループ長兼構造改革推進室審議役兼人の大
樹プロジェクト推進室審議役

吉田　健一

代理店業務部長
営業教育部長兼東京集合教育センター長兼人の大樹プロジェ
クト推進室上席審議役

秋山　典久

営業統括本部担当部長兼コンプライアンス統括部担当部長兼
営業企画部担当部長兼営業職員制度部担当部長兼営業総務部
上席審議役兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議役

営業統括本部担当部長兼コンプライアンス統括部上席審議役
兼営業総務部上席審議役

上野　勝

営業統括本部地域担当部長 佐賀支社長 岩田　誠一

営業統括本部地域担当部長 東京北支社長 池部　宣行

営業統括本部地域担当部長 業務推進部地域担当部長 佐藤　大雄

営業統括本部地域担当部長 郡山支社長 並木　肇

営業統括本部特化チャネル担当部長 業務推進部特化チャネル担当部長 吉廣　正朝

業務推進部業務コンプライアンス管理室長 業務推進部地域担当部長 風間　剛

新活動開発部長 業務推進部新活動開発室長 越智　直紀

新活動開発部副部長兼営業統括本部審議役（日本生命保険相
互会社より出向）

　 立花　哲洋

営業教育部長兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議役 福井支社長 松下　哲久

札幌支社長 秋田支社長 米澤　直樹

函館支社長 浜松支社長 佐藤　雅浩

苫小牧支社長 業務推進部地域担当部長 井部　栄二郎

秋田支社長 不動産部不動産企画グループ長 伊沢　雄太

郡山支社長 千葉支社営業推進部長 佐藤　昌宏

東京東支社長
営業職員制度部長兼営業企画部長兼構造改革推進室上席審議
役兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議役

青木　克仁

東京北支社長 町田支社長 山口　祐市

柏支社長 京都支社長 久保木　秀一

町田支社長 東京東支社長 大塚　健次
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新役職 現役職 氏   名

横浜北支社長 業務推進部業務推進グループ長 渡邉　泰豪

金沢支社長 柏支社営業推進部長 山崎　崇士

福井支社長 山陰支社営業推進部長 村上　優

浜松支社長 業務推進部地域担当部長 安達　浩司

名古屋支社長 苫小牧支社長 道面　博

滋賀支社長 大阪プラネット事業部長 中村　徹

神戸支社長 和歌山支社長 西田　匡志

和歌山支社長 北九州支社営業推進部長 山本　栄一郎

高松支社長 茨城支社営業推進部長 古澤　顕治

佐賀支社長 大阪支社営業推進部長 木下　光美

大阪プラネット事業部長 岡崎支社営業推進部長 橋本　雅史

法人営業統括本部副部長（日本生命保険相互会社より出向） 　 名村　直人

法人営業第一部長 法人営業第二部長 小坂　久雄

法人営業第二部長 法人営業第二部第一グループ長 五十嵐　亮一

東海法人営業部長兼関西法人営業部長 基盤センター中央会推進グループ長 足代　真伸

市場運用部長兼三生キャピタル株式会社代表取締役社長 市場運用部長 中村　良樹

不動産部長
人事部人材開発室長兼人の大樹プロジェクト推進室上席審議
役

山本　泰

不動産部副部長（日本生命保険相互会社より出向） 　 屋慶名　賢

新役職 現役職 氏   名

三生収納サービス株式会社代表取締役社長 不動産部長 志村　厚一郎

以　上
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