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2016年 3月 9日 

 

 

人事異動のお知らせ 

 

富士火災海上保険株式会社（代表取締役社長兼 CEO 横山 隆美）は、人事異動について

下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

人事異動【2016年 4月 1日付】 

新職 氏名 現職 

東海・北陸本部長 兼 

愛知エリア統括部長 
畑 和治 

東海・北陸本部  

愛知エリア統括部長 

東海・北陸本部 北陸エリア統括部長 

兼 岐阜・三重エリア統括部長 
松永 元克 

東海・北陸本部 

北陸エリア統括部長 

首都圏損害サービス本部長 兼 

北海道・東北損害サービス本部長 
岸 実智男 首都圏損害サービス本部長  

関東上信越損害サービス本部長 兼 

東海・北陸損害サービス本部長 
永井 孝幸 関東上信越損害サービス本部長  

中国・四国損害サービス本部長 兼 

九州損害サービス本部長 
前田 伸浩 中国・四国損害サービス本部長  

北海道・東北本部 

北東北エリア統括部長 兼 盛岡支店長 
川辺 和孝 

北海道・東北本部  

北東北エリア統括部長 

北海道・東北本部  

東北エリア統括部長 兼  

仙台リアルターセンター長 

小原 正浩 
北海道・東北本部  

東北エリア統括部長 

北海道・東北本部  

札幌リアルターセンター長 
工藤 正志 

チャネルサポート部 募集コンプラ

担当（北海道） 兼 

北海道・東北本部 業務推進部 

首都圏本部 東京エリア統括部長 兼 

西東京支店長 
高瀬 龍太郎 首都圏本部 東京エリア統括部長 

関東上信越本部 北関東エリア統括部 

茨城南第一支店長 兼  

茨城南第二支店長 

石川 義晃 
関東上信越本部 北関東エリア統括

部 茨城南第一支店長 

関東上信越本部  

北関東エリア統括部 小山支店長 
福永 裕之 

関東上信越本部 北関東エリア統括

部 茨城南第二支店長 

関東上信越本部  

埼玉代理店センター長 
島田 佳哉 

関東上信越本部  

北関東エリア統括部 小山支店長 

東海・北陸本部  

岐阜・三重エリア統括部 高山支店長 
岡本 順 出向 

東海・北陸本部 静岡エリア統括部長 

兼 静岡リアルターセンター長 
近藤 哲男 

東海・北陸本部  

静岡エリア統括部長 

東海・北陸本部 静岡エリア統括部 

沼津支店長 
柳田 聡 

東海・北陸本部  

静岡リアルターセンター長 

 



 

 

富士火災海上保険株式会社 〒105-8622 東京都港区虎ノ門 4-3-20 神谷町 MT ビル 

新職 氏名 現職 

関西本部 南大阪エリア統括部長 兼 

阿倍野支店長 
山岡 寛英 関西本部 南大阪エリア統括部長 

関西本部 京滋エリア統括部  

京都北支店長 
津國 一彦 

関西本部 京滋エリア統括部 京都

営業第一課長 

関西本部 神戸代理店センター長 兼 

神戸リアルターセンター長 
桑井 嘉寛 関西本部 神戸代理店センター長 

中国・四国本部 東中国エリア統括部 

岡山支店長 兼 倉敷支店長 
山本 勉 

中国・四国本部  

東中国エリア統括部 岡山支店長 

中国・四国本部 四国エリア統括部長 

兼 新居浜支店長 
坂田 健 

中国・四国本部  

四国エリア統括部長 

九州本部 福岡・沖縄エリア統括部 

北九州第一支店長 兼  

北九州第二支店長 兼 行橋支店長 

井上 哲哉 
九州本部 福岡・沖縄エリア統括部 

北九州第二支店長 兼 行橋支店長 

北海道・東北損害サービス本部 

北海道サービスセンター長 
船戸 真一 

北海道・東北損害サービス本部 

旭川サービスセンター長 

北海道・東北損害サービス本部 

北東北サービスセンター長 
豊田 富之 

北海道・東北損害サービス本部 

八戸サービスセンター長 

北海道・東北損害サービス本部 

石巻サービスセンター長 
大籠 謙一 

九州損害サービス本部 

長崎サービスセンター長 兼 

佐世保サービスセンター長 

北海道・東北損害サービス本部  

東北火災新種センター長 
赤塚 賢悟 

関東上信越損害サービス本部  

関東火災新種センター長 

首都圏損害サービス本部  

横浜サービスセンター長 
高瀬 毅 

関東上信越損害サービス本部  

川口サービスセンター長 

関東上信越損害サービス本部  

さいたまサービスセンター長 
坂部 敦司 

首都圏損害サービス本部  

横浜サービスセンター長 

関東上信越損害サービス本部  

川口サービスセンター長 
三上 仁志 

九州損害サービス本部  

宮崎サービスセンター長 兼 

都城サービスセンター長 

関東上信越損害サービス本部  

新潟サービスセンター長 
管山 照男 

北海道・東北損害サービス本部  

米沢サービスセンター長 

関東上信越損害サービス本部  

関東火災新種センター長 
朝原 靖貴 

北海道・東北損害サービス本部  

東北火災新種センター長 

東海北陸損害サービス本部  

岡崎サービスセンター長 
中村 真古茂 

北海道・東北損害サービス本部  

札幌サービスセンター長 

東海北陸損害サービス本部  

北陸サービスセンター長 
宮村 浩幸 

東海北陸損害サービス本部  

福井サービスセンター長 

関西第一損害サービス本部  

大阪東サービスセンター長 
中内 龍治 

関西第一損害サービス本部  

大阪北サービスセンター長 

関西第一損害サービス本部  

大阪北サービスセンター長 
鈴木 秀和 

関西第一損害サービス本部  

和歌山サービスセンター長 

関西第一損害サービス本部  

和歌山サービスセンター長 
近藤 敏夫 

中国四国損害サービス本部  

高知サービスセンター長 

中国四国損害サービス本部  

山陰サービスセンター長 
重村 浩司 

中国四国損害サービス本部  

山口サービスセンター長 

中国四国損害サービス本部  

山口サービスセンター長 
平井 一史 

中国四国損害サービス本部  

福山サービスセンター長 
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新職 氏名 現職 

中国四国損害サービス本部 

高知サービスセンター長 
栗本 英治 

九州損害サービス本部  

大分サービスセンター長 

九州損害サービス本部  

長崎サービスセンター長 
瀬下 伸一 

関東上信越損害サービス本部 

新潟サービスセンター長 

九州損害サービス本部  

大分サービスセンター長 
岡本 滋樹 

関西第一損害サービス本部 

大阪東サービスセンター長 

九州損害サービス本部  

宮崎サービスセンター長 
井上 昌己 

東海北陸損害サービス本部 

岡崎サービスセンター長 


