
報道関係者各位 
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組織改正および人事異動等のお知らせ 

株式会社かんぽ生命保険（東京都千代田区、代表執行役社長 千田哲也）は、次のとおり、

組織改正および人事異動等を行います。 
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Ⅰ 組織改正のお知らせ 

（2020年4月1日付） 

〇「募集品質向上室」の新設 

   募集管理統括部が所掌している募集フローの改善などの業務を移管し、募集品質の

確保を前提とした営業の責任を担い、適切な相互牽制の下、真にお客さま本位に立脚

した施策の立案をしていくことを目的として、「募集品質向上室」を営業企画部内に

設置します。 

〇「コンプライアンス調査室」の新設 

コンプライアンス統括部および募集管理統括部が担っている調査業務の指揮命令機

能を集約し、調査機能を強化することを目的として、「コンプライアンス調査室」を

コンプライアンス統括部内に設置します。 

〇「代理店支援育成部」および「法人営業推進育成部」の新設 

営業推進部と営業指導育成部を代理店と直営店のチャネル別に再編し、代理店に係

る推進・指導の機能を担う「代理店支援育成部」と直営店に係る推進・指導の機能を

担う「法人営業推進育成部」を新設します。 

〇「品質改善推進部」の新設 

お客さまに寄り添うフォローアップ活動を引き続き実施し、お客さまから契約復元

等のご要望があった場合、継続的に丁寧な対応が必要なことから品質改善室を「品質

改善推進部」に改組します。 
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組 織 図 

（2020年4月1日改正） 
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Ⅱ 人事異動等のお知らせ 

１ 役員の部 

(1) 執行役の選任（2020年4月1日付） 

役 職 氏 名 担 当 現 職 

執行役 今泉
いまいずみ

 道
みち

紀
のり 内部監査部担当執行役補

佐 

デジタルサービス推進部

長 

執行役 田口
たぐ ち

 慶
よし

博
ひろ 営業企画部担当執行役補

佐、営業企画部長（委嘱）
常務執行役員 

執行役 前谷
まえたに

 勲
いさお

東海エリア本部長（委嘱） 四国エリア本部長 

執行役 黒崎
くろさき

 善
よし

幸
ゆき

九州エリア本部長（委嘱） 九州エリア本部長 

(2) 執行役の担当の変更（2020年4月1日付） 

役 職 氏 名 新担当 現担当 

取締役兼 

代表執行役

副社長 
堀金
ほりがね

 正章
まさあき

社長補佐、主計部 
社長補佐、秘書部、主計

部、運用審査部 

常務執行役 立花
たちばな

 淳
あつし 社長特命、運用企画部、

市場運用部、運用開発部 

社長特命、資金会計部、

運用企画部、市場運用部、

運用開発部 

常務執行役 加藤
かと う

 進
のぶ

康
やす

デジタルサービス推進

部、商品開発部、コンプ

ライアンス統括部担当執

行役補佐、募集管理統括

部担当執行役補佐 

経営企画部、デジタルサ

ービス推進部、広報部 

常務執行役 廣中
ひろなか

 恭
やす

明
あき

事務企画部、品質改善推

進部、システム企画部、

お客さまサービス統括部

担当執行役補佐、デジタ

ルサービス推進部担当執

行役補佐（デジタル化推

進担当）、新契約部担当執

行役補佐、契約サービス

部担当執行役補佐、支払

部担当執行役補佐、保険

金部担当執行役補佐、シ

ステム管理部担当執行役

補佐 

事務企画部、システム管

理部、システム企画部、

デジタルサービス推進部

担当執行役補佐（デジタ

ル化推進担当）、新契約部

担当執行役補佐、契約サ

ービス部担当執行役補

佐、支払部担当執行役補

佐、保険金部担当執行役

補佐 



4 

役 職 氏 名 新担当 現担当 

常務執行役 奈良
な ら

 知
とも

明
あき

リスク管理統括部、人事

部、人材開発部、コンプ

ライアンス統括部担当執

行役補佐、募集管理統括

部担当執行役補佐 

リスク管理統括部、人事

部、人材開発部、コンプ

ライアンス統括部担当執

行役補佐 

常務執行役 内木場
う ち こ ば

信
のぶ

篤
あつ 営業企画部、代理店支援

育成部、エリア本部 

総務部、文書法務部、商

品開発部、融資部、新契

約部担当執行役補佐 

常務執行役 鈴川
すずかわ

 泰三
やす み

新契約部、契約サービス

部、支払部、保険金部、

事務企画部担当執行役補

佐、品質改善推進部担当

執行役補佐 

新契約部、契約サービス

部、支払部、保険金部、

事務企画部担当執行役補

佐 

常務執行役 宮西
みやにし

 嘉樹
よし き

文書法務部、法人営業推

進育成部、法人営業開発

部 

営業企画部、営業推進部、

法人営業開発部担当執行

役補佐 

常務執行役 小野木
お の き

喜
き

惠子
え こ

お客さまサービス統括部

担当執行役補佐、事務企

画部担当執行役補佐、東

京事務サービスセンター

長（委嘱） 

お客さまサービス統括部

担当執行役補佐、人事部

担当執行役補佐、事務企

画部担当執行役補佐、東

京事務サービスセンター

長（委嘱） 

常務執行役 古家
こい え

 潤子
じゅんこ

資金会計部、運用審査部 内部監査部 

常務執行役 田中
たな か

 元則
もとのり

総務部、融資部、代理店

支援育成部担当執行役補

佐、法人営業推進育成部

担当執行役補佐 

法人営業開発部、営業指

導育成部、エリア本部、

営業推進部担当執行役補

佐、営業推進部長（委嘱）

執行役 大西
おおにし

 徹
とおる

経営企画部、広報部 

経営企画部担当執行役補

佐、広報部担当執行役補

佐 

執行役 阪本
さかもと

 秀一
ひでかず 秘書部、経営企画部担当

執行役補佐 
東海エリア本部長（委嘱）

執行役 横山
よこやま

 政道
まさみち システム管理部、システ

ム企画部担当執行役補佐 

システム管理部担当執行

役補佐、システム企画部

担当執行役補佐 

執行役 藤井
ふじ い

 慎介
しんすけ

内部監査部 
内部監査部担当執行役補

佐、内部監査部長（委嘱）
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役 職 氏 名 新担当 現担当 

執行役 藤森
ふじもり

 敬
のり

裕
ひろ

東京エリア本部長（委嘱）

お客さまサービス統括部

担当執行役補佐、事務企

画部担当執行役補佐、事

務企画部長（委嘱） 

執行役 齋藤
さいとう

 肇
はじめ

代理店支援育成部担当執

行役補佐、代理店支援育

成部長（委嘱） 

東京エリア本部長（委嘱）

執行役 春名
はる な

 貴之
たかゆき

運用企画部担当執行役補

佐、運用開発部担当執行

役補佐、運用企画部長（委

嘱） 

運用開発部担当執行役補

佐、運用開発部長（委嘱）

執行役 久米
く め

 毅
たけし

法人営業推進育成部担当

執行役補佐、法人営業推

進育成部長（委嘱） 

募集管理統括部担当執行

役補佐 



6 

２ 社員の部

（2020年4月1日付） 

（新） （現） （氏 名） 

執行役員 

兼内部監査部長 
 運用企画部長  淺井 重明 

執行役員 

兼リスク管理統括部長 
リスク管理統括部長 高橋 伸光 

執行役員 
（経営企画部・人材開発部担当執行役補佐）

 運用審査部長  川崎 真一郎 

執行役員 

兼経営企画部調査室長 

経営企画部企画役 

兼経営企画部調査室長 
能登 一美 

執行役員 
（事務企画部・代理店支援育成部担当執行

役補佐）

 営業指導育成部長  満武 博詩 

執行役員 

兼コンプライアンス統括部コンプライ

アンス調査室長 

 執行役員  西沢 由規 

執行役員 

兼事務企画部長 
 執行役員  吉田 正一 

執行役員 

兼近畿エリア本部長 
近畿エリア本部長 黒田 豊 

お客さまサービス統括部長  デジタルサービス推進部企画役 松阪 高宏 

総務部長  秘書部長  冨久尾 学 

秘書部長  お客さまサービス統括部長  花岡 俊彦 

デジタルサービス推進部長  支払部長  藤井 喜崇 

品質改善推進部長  事務企画部品質改善室長  平田 啓介 

支払部長  デジタルサービス推進部企画役 野々宮 恵一 

運用開発部長  
運用開発部オルタナティブ投資

室担当部長 
棚橋 慶太 

運用審査部長  融資部上席専門役  山口 洋 

東北エリア本部長  営業企画部長  半田 修治 

四国エリア本部長  総務部長  佐藤 康之 

関東エリア本部副本部長 

兼さいたま支店長 
横浜支店長 佐竹 昭二 

柏支店長 北陸エリア本部総合企画部長 越本 哲矢 
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（新） （現） （氏 名）

東東京法人支店長 南東京法人支店長 渡部 宏之 

南東京法人支店長 大阪法人支店法人営業一部長 八代醍 聡司 

武蔵野支店長 南関東エリア本部企画役 岡田 竜介 

横浜支店長 和歌山支店長 石川 恵三 

新潟支店長 関東エリア本部企画役 打川 仁志 

富山支店長 コンプライアンス統括部企画役 徳村 政雄 

和歌山支店長 近畿エリア本部企画役 木村 浩之 

松江支店長 中国エリア本部総合企画部長 河本 薫 

佐世保支店長 福岡支店パートナー部長 大崎 広宣 

大分支店長 佐世保支店長 東 教人 

以上 


