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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、取締役兼代表執行役社長 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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  株式会社かんぽ生命保険 

   広報部 
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Ⅰ 組織改正のお知らせ 

（2021年4月1日付） 

○ 「ＣＸ推進部」、「ＶＯＣ分析室」、「お客さまサポート部」および「カスタマー

サービスセンター」の新設 

   お客さまサービス統括部を再編し、お客さま本位の業務運営の推進に関する企画に

加え、ＣＸ推進に関する企画・分析を行う「ＣＸ推進部」および「ＶＯＣ分析室」、

コールセンター等の運営・管理を行う「お客さまサポート部」および「カスタマーサ

ービスセンター」を新設します。 

 ○ サステナビリティ推進室の新設 

  従来のＣＳＲ推進に加え、持続可能な社会の実現と企業の持続的成長を目的とし

て、広報部内に「サステナビリティ推進室」を新設します。 

○ 「オルタナティブ投資部」、「クレジット投資部」および「運用資産管理室」の新

設 

   運用プロセスの効率化およびリスクリターンの改善を目的として、運用関係部を再

編し、「オルタナティブ投資部」、「クレジット投資部」および運用企画部内に「運

用資産管理室」を新設します。

 ○ お客さまサービス向上委員会の改称およびサステナビリティ委員会の新設 

   上記組織改正に合わせて、専門委員会「お客さまサービス向上委員会」を「ＣＸ向

上委員会」へ改称および「サステナビリティ委員会」を新設します。 
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組 織 図 

（2021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（2021年4月1日付） 

役 職 氏 名 担 当 現 職 

執行役 吉田
よし だ

 正一
しょういち

新契約部、契約サービス

部、事務企画部担当執行

役補佐、事務企画部長

（委嘱） 

執行役員事務企画部長 

執行役 木村
きむ ら

 善久
よしひさ 内部監査部担当執行役補

佐 
執行役員 

執行役 西沢
にしざわ

 由
ゆう

規
き

コンプライアンス統括部

担当執行役補佐、コンプ

ライアンス調査室長（委

嘱） 

執行役員コンプライア

ンス調査室長 

執行役 宮澤
みやざわ

 仁司
ひと し

主計部担当執行役補佐 

第一フロンティア生命

保険株式会社取締役常

務執行役員 

(2) 役付執行役の選定（2021年4月1日付） 

役 職 氏 名 担 当 現 職 

専務執行役 立花
たちばな

 淳
あつし 社長特命、人事部、人材

開発部、運用企画部
常務執行役 

常務執行役 阪本
さかもと

 秀一
ひでかず

人事部担当執行役補佐、

人材開発部担当執行役

補佐、人事部長（委嘱）

執行役、人事部長（委嘱）

常務執行役 藤井
ふじ い

 慎介
しんすけ お客さまサポート部、支

払部、保険金部 
執行役 

常務執行役 春名
はる な

 貴之
たかゆき

市場運用部、オルタナテ

ィブ投資部、クレジット

投資部、運用企画部担当

執行役補佐 

執行役、運用企画部長（委

嘱） 

常務執行役 久米
く め

 毅
たけし 経営企画部担当執行役

補佐（再編準備担当） 

執行役、法人営業推進育

成部長（委嘱） 
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(3) 執行役の退任（2021年3月31日付） 

役 職 氏 名 

常務執行役 鈴川
すずかわ

 泰三
やす み

常務執行役 小野木
お の き

 喜
き

惠子
え こ

(4) 執行役の担当の変更（2021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 
市倉
いちくら

 昇
のぼる

社長補佐、コンプライア

ンス統括部、募集管理統

括部、秘書部、主計部 

社長補佐、コンプライアン

ス統括部、募集管理統括

部、主計部 

専務執行役 廣中
ひろなか

 恭
やす

明
あき

ＣＸ推進部、事務企画

部、ＩＴ企画部、お客さ

まサポート部担当執行

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）、ＩＴ管理部担当執

行役補佐 

お客さまサービス統括部、

事務企画部、品質改善推進

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、システム管

理部担当執行役補佐 

常務執行役 宮西
みやにし

 嘉樹
よし き

広報部 
文書法務部、法人営業推進

育成部、法人営業開発部 

常務執行役 松田
まつ だ

 紀子
みち こ

人材開発部担当執行役

補佐（働き方改革推進担

当） 

人事部担当執行役補佐（働

き方改革推進担当） 

常務執行役 田中
たな か

 元則
もとのり

総務部、文書法務部 

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 

常務執行役 大西
おおにし

 徹
とおる

経営企画部 経営企画部、広報部 

常務執行役 藤森
ふじもり

 敬
のり

裕
ひろ 法人営業推進育成部、法

人営業開発部 
東京エリア本部長（委嘱）

執行役 横山
よこやま

 政道
まさみち

ＩＴ管理部、事務企画部

担当執行役補佐、ＩＴ企

画部担当執行役補佐 

システム管理部、システム

企画部担当執行役補佐 
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執行役 宮本
みやもと

 進
すすむ

リスク管理統括部担当

執行役補佐、秘書部担当

執行役補佐 

経営企画部担当執行役補

佐 

執行役 今泉
いまいずみ

 道
みち

紀
のり

内部監査部 
内部監査部担当執行役補

佐 

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、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、営業企画部長

（委嘱） 

営業企画部担当執行役補

佐、営業企画部長（委嘱）
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２ 社員の部 

（2021年4月1日付）

（新） （現） （氏 名） 

執行役員 

兼保険計理人 
 保険計理人  染谷 多佳夫 

執行役員 

兼コンプライアンス統括部長 
 コンプライアンス統括部長 松岡 英明 

執行役員 

兼ＣＸ推進部長 
お客さまサービス統括部長  松阪 高宏 

執行役員 

兼お客さまサポート部長 

執行役員 

兼品質改善推進部長 
 杣 信博

執行役員 

兼ＩＴ管理部システムリスク管理室長

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社

取締役 
田辺 三基男

執行役員 

兼東京エリア本部長 
 東北エリア本部長  半田 修治

文書法務部長  文書法務部企画役  布橋 覚

資金会計部長  主計部経理室長  江藤 克也

主計部長 
主計部企画役 

兼主計部企画室長 
 北村 嘉啓

新契約部長  新契約部担当部長  小川 光史

保険金部長  契約サービス部企画役  木場 正二

ＩＴ管理部長  システム管理部長 相原 潤二

ＩＴ企画部長  システム企画部長  小湊 亨 

法人営業推進育成部長 法人営業推進育成部企画役 馬場 孝夫 

法人営業開発部長  
法人営業推進育成部上席専門役 

兼東京中央法人支店長 
川本 徳重 

運用企画部長  市場運用部長 野村 裕之 

市場運用部長 運用審査部長 山口 洋 

オルタナティブ投資部長 
運用開発部オルタナティブ投資

室長
片山 敦司 
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（新） （現） （氏 名） 

クレジット投資部長 運用開発部長 阿部 啓一 

運用審査部長 融資部長 村上 英治 

事務企画部 

東京事務サービスセンター長 
新契約部長 木村 一朗 

事務企画部 

京都事務サービスセンター長 

支払部 

東京支払サービスセンター長 
大橋 知史 

北海道エリア本部長 旭川支店長 高橋 哲 

東北エリア本部長  主計部長 西沢 輝幸 

信越エリア本部長 長野支店長 篠田 聡史 

四国エリア本部長 
松山支店長 

兼四国エリア本部長 
藤本 貴弘 

沖縄エリア本部長 

兼那覇支店長 
 東京エリア本部エリア副本部長 野村 靖 

函館支店長  東北エリア本部総務部長 堺 義博 

旭川支店長 松本支店長 細川 忠夫 

帯広支店長 青森支店長 滋野 敏之 

青森支店長  
新契約部 

仙台新契約サービスセンター長 
畠山 博昭 

盛岡支店長 秋田支店長 中村 尚道 

仙台支店長  福井支店長 船屋 和彦 

秋田支店長  商品開発部担当部長 戸羽 克宏 

山形支店長  関東エリア本部総合企画部長 金子 紀幸 

茨城支店長  熊本支店法人営業部長 龍 良昭 

群馬支店長  川崎支店長 柳 安治 

熊谷支店長  さいたま支店パートナー部長 室井 剛 

千葉支店長  群馬支店長 杉本 輝明 

船橋支店長  法人営業推進育成部上席専門役 井田 弘志 
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（新） （現） （氏 名） 

東京中央法人支店長  法人営業開発部長 村松 卓 

東東京支店長  帯広支店長 岡田 健一 

八王子支店長  東京エリア本部総務部長 越湖 道義 

川崎支店長  岡崎支店長 樋口 真人 

海老名支店長  南関東エリア本部総合企画部長 石川 達矢 

長野支店長  茨城支店長 清水 幸夫 

松本支店長  新潟支店パートナー部長 塩谷 弘史 

富山支店長  経営企画部担当部長 飯野 高騎 

金沢支店長  
営業企画部プラチナライフサー

ビス推進室長 
赤尾 寿夫 

福井支店長  富山支店長 徳村 政雄 

岐阜支店長  奈良支店長 古橋 晃 

三島支店長  北陸エリア本部総務部長 山本 拓治

浜松支店長  東海エリア本部企画役 名古 雅彦

名古屋法人支店長  大阪法人支店長 田島 英臣

名古屋支店長  春日井支店長 下元 早敏

岡崎支店長  九州エリア本部総合企画部長 荒木 幸之助

春日井支店長  
支払部 

仙台支払サービスセンター長 
舟戸 与志朗

大津支店長  近畿エリア本部総合企画部長 清水 智博 

大阪法人支店長  法人営業推進育成部企画役 山内 貴之 

大阪支店長  保険金部長 氏家 秀人

東大阪支店長  福岡支店長 杉山 勝巳 

神戸支店長  東大阪支店長 西田 正幸 

奈良支店長  東大阪支店パートナー部長 東 直美 
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（新） （現） （氏 名） 

岡山支店長  金沢支店長 丹治 孝重 

広島支店長  岡山支店長 矢田 和徳 

福山支店長  浜松支店長 喜多 幸夫 

山口支店長  代理店支援育成部担当部長 林 祐治 

徳島支店長  コンプライアンス統括部企画役 地藤 善啓 

高松支店長  
コンプライアンス統括部上席専

門役 
大平 秀人 

松山支店長  代理店支援育成部上席専門役 玉島 慎也 

北九州支店長  宮崎支店長 井上 章 

福岡支店長  熊本支店長 青龍 秀明 

久留米支店長  高松支店長 安島 克浩 

佐賀支店長  福岡支店パートナー部長 千々和 敏徳 

佐世保支店長  北九州支店業務部長 中島 多喜子 

熊本支店長  北九州支店長 河野 典弘 

宮崎支店長  佐世保支店長 大崎 広宣 

鹿児島支店長  八王子支店長 濱田 晃平 

以上 


