
2022年２月 28日 

住友生命保険相互会社

人事異動（職員人事）

住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 高田 幸徳）は、次頁のとおり人事異動

（職員人事）を行います。
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＜人事異動＞ 

１．部長人事 

（2022 年２月１日付） 

新 現 氏  名 

（本社）総合法人部長 
兼 関西総合法人部長 

（本社）総合法人部長 河野 嘉啓 

 

（2022 年４月１日付） 

新 現 氏  名 

お客さま本位推進部長 契約審査部長 小野木 峰年 

ブランドコミュニケ－ション部長 山形支社長 藤田 良仁 

企画部長 営業企画部長 堀 竜雄 

勤労部長 三重支社長 柿原 督史 

人事部長 
都心総括部担当部長 
兼 都心戦略室長 

鈴木 朋紀 

経理部長 ＢＮＩライフインシュアランス 小田 直人 

営業企画部長 勤労部長 上田 宗則 

Ｖｉｔａｌｉｔｙ戦略部長 経理部長 飯野 民彦 

営業人事部長 
営業総括部担当部長 
兼 業績戦略室長 

芳竹 秀明 

損保事業部長 町田支社長 山本 健 

代理店事業管理部長 
代理店事業管理部長 
兼 代理店お客さまサポ－ト室長 

野澤 洋 

事務サ－ビス企画部長 お客さま本位推進部長 泉 裕章 

契約サ－ビス部長 
事務サ－ビス企画部担当部長 
兼 契約サ－ビス部担当部長 

田中 弘毅 

保険金サ－ビス部長   奈良支社長 入江 啓方 

契約審査部長 保険金サ－ビス部担当部長 森下 公惠 

財務部長 
運用企画部次長 
兼 運用調査室長 

湯田 清敬 

運用審査部長 
主計部次長 
兼 国際保険計理室長 

梅津 徹 

法人総括部長 営業総括部担当部長 貴船 正憲 
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新 現 氏  名 

（本社）総合法人部長 
（本社）総合法人部長 
兼 関西総合法人部長 

河野 嘉啓 

第１総合法人部長  法人総括部長 荒井 義和 

中国四国総合法人部長 法人総括部担当部長 
兼 法人ソリュ－ション室長 山中 信孝 

九州総合法人部長 ＣＸ企画部長 池田 隆二郎 

関西総合法人部長 大阪中央支社長 水谷 豊 

金融総合法人部長 青森支社長 風間 義朗 

近畿北陸育成部長 大阪団体支社長 土濵 孝弘 

すみれい事業部長 東京南支社長 雨宮 嘉子 

監査委員会事務局長 財務部長 宮田 昌典 

企画部担当部長 シメトラ 庄 徹也 

主計部担当部長 主計部次長 西崎 浩二 

内部監査部担当部長・内部監査役 契約サ－ビス部長 平石 哲也 

Ｖｉｔａｌｉｔｙ戦略部担当部長 
Ｖｉｔａｌｉｔｙ戦略部次長 
兼 Ｖｉｔａｌｉｔｙ企画室長 

樋口 洋介 

営業総括部担当部長 中国四国総合法人部長 小下 学 

損保事業部担当部長 
損保事業部担当部長 
兼 損保事務開発室長 

気賀澤 貴明 

代理店事業部担当部長 
兼 代理店事業管理部担当部長 

代理店事業部担当部長 
兼 代理店事業管理部担当部長 
兼 事務サ－ビス企画部担当部長 

犬飼 康人 

代理店営業部担当部長 
兼 西日本推進室長 

代理店営業部担当部長（大阪） 廣川 英二 

事務サ－ビス企画部担当部長（東京） 事務サ－ビス企画部担当部長 湯川 勝 

契約サ－ビス部担当部長（東京） 
契約サ－ビス部担当部長 
兼 事務サ－ビス企画部担当部長（東京） 

内海 義弘 

契約サ－ビス部担当部長 
契約サ－ビス部担当部長 
兼 事務サ－ビス企画部担当部長 

久本 匡由起 

契約審査部担当部長 
兼 契約審査室長 

契約審査部次長 
兼 契約審査室長 

泉田 英一 

運用企画部担当部長 運用審査部長 平田 晴久 

ＡＬＭ証券運用部担当部長 ＡＬＭ証券運用部次長 山室 英起 
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新 現 氏  名 

 不動産部担当部長 九州総合法人部長 内藤 真人 

年金事業部担当部長 
兼 法人総括部担当部長 

年金事業部次長 
兼 年金コンサルティング室長 

山口 光晴 

情報システム部 
 サイバ－セキュリティ統括責任者 
  兼 担当部長 

内部監査部担当部長・内部監査役 松橋 孝範 

 法人総括部担当部長 金融総合法人部長 豊原 昌彦 

 近畿北陸本部担当部長 
兼 営業総括部次長 

近畿北陸育成部審議役 冨士大 俊哉 

近畿北陸育成部審議役 高松支社長 堀 一代 

 

２．支社長人事 

（2022 年４月１日付） 

新 現 氏  名 

 旭川支社長 
 営業総括部北海道育成室長 

兼 営業人事部上席部長代理 
大山 保 

北見支社長  横浜支社新横浜営業部長 米津 知裕 

青森支社長 愛知東支社長 芳村 浩次 

盛岡支社長  京阪支社長 村上 陽人 

山形支社長 
営業総括部東北育成室長 
兼 営業人事部上席部長代理 

福塚 一哉 

栃木支社長 松江支社長 木田 裕康 

小山支社長 旭川支社長 楊井 照之 

群馬支社長 富山支社長 阿川 和信 

水戸支社長 山梨支社長 上倉 幸治 

東京南支社長 徳島支社長 喜多 清二 

東京西支社長 湘南支社長 村尾 晃永 

山梨支社長 Ｖｉｔａｌｉｔｙ戦略部長 西野 貴智 

南神奈川支社長 青森支社十和田営業部長 小野里 弘之 

湘南支社長 岡山支社倉敷営業部長 大滝 昌彦 

町田支社長 北見支社長 中川 敦司 
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新 現 氏  名 

岐阜支社長 栃木支社長 西村 卓朗 

沼津支社長 札幌支社苫小牧営業部長 新井 邦由 

名古屋支社長 損保事業部長 大矢 雄二 

愛知東支社長 水戸支社長 加藤 基弘 

三重支社長 宮崎支社長 江口 武史 

富山支社長  和歌山支社長 関戸 正浩 

大阪中央支社長  東大阪支社長 三木 由貴男 

大阪団体支社長  高知支社長 岸田 智久 

茨木支社長  営業総括部上席部長代理 北川 敬介 

南大阪支社長  千葉支社外房営業部長 秦 亮一 

京阪支社長 
 営業総括部担当部長 

兼 Ｖｉｔａｌｉｔｙ戦略部担当部長 
椿原 正紹 

東大阪支社長  仙台支社仙南営業部長 安田 知生 

奈良支社長  近畿北陸育成部長 作田 尋 

和歌山支社長  ブランドコミュニケ－ション部長 山中 斉 

姫路支社長  群馬支社長 小山 孝之 

松江支社長  宮崎支社宮崎県北営業部長 山田 一磨 

岡山支社長  営業人事部長 大谷 洋司 

徳島支社長  南大阪支社長 山田 祥博 

高松支社長  山梨支社人材・マネジメント統括部長 山田 哲弥 

高知支社長  北九州支社筑豊営業部長 宇佐見 俊夫 

長崎支社長  茨木支社長 本間 弘幸 

宮崎支社長 
 営業教育部次長 

兼 営業教育室長 
早坂 良浩 

鹿児島支社長  南神奈川支社長 大和田 博司 
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３．海外駐在員事務所長人事 

（2022 年４月１日付） 

新 現 氏  名 

バオベト・ホ－ルディングス 
兼 ハノイ駐在員事務所長 

企画部次長 
兼 資本戦略室長 

井波 涼太 

 

以 上 


