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2012 年 8 月 13 日 

2013 年 3 月 27 日 

 

「監査役・執行役員・部店長・センター長人事」について 

 

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、「監査役・執行役員・部店長・

センター長人事」について、下記のとおりお知らせします。 

 
記 

 
１．監査役人事（2013 年 3 月 31 日付） 

新所属・職位 氏名 現所属・職位 

退任 泉 洋太郎 非常勤監査役（社外） 

非常勤監査役（社外） 高橋 直樹 
AIGジャパン・ホールディングス株式会社  

常務執行役員 ゼネラルカウンセル

 

２．執行役員人事（2013 年 4 月 1 日付） 

新所属・職位 氏名 現所属・職位 

執行役員 経理部長 北澤 緑 執行役員 経理部長 兼 トレジャリー室長 

 

３．部店長・センター長人事（2013 年 4 月 1 日付） 

新所属・職位 氏名 現所属・職位 

トレジャリー室長 水澤 義昭 経理部 

北海道・東北本部  
北海道エリア統括部 
札幌営業第二課長 兼 恵庭支店長 

中村 寿彦 北海道本部 札幌支店 営業第一課長 

北海道・東北本部 
北海道エリア統括部 旭川支店長 

榛葉 和亮 首都圏本部 業務統括部 開発営業課 

北海道・東北本部 北海道エリア統括

部 釧路支店長 兼 北海道・東北損

害サービス本部 釧路ＳＣ 

船木 稔之 北海道本部 札幌支店 営業第一課 

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 盛岡支店長 

大場 浩 
東北本部 盛岡支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 一関支店長 

佐藤 靖彦 東北本部 三陸支店長  
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新所属・職位 氏名 現所属・職位 

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 三陸支店長 

柴田 恭志 東北本部 三陸支店  

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 八戸支店長 

松山 圭一 
東北本部 八戸支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 弘前支店長 
兼 青森支店長 

國井 孝浩 
東北本部 青森支店長  
兼 東北損害サービス部 青森ＳＣ 

北海道・東北本部  
北東北エリア統括部 秋田支店長  
兼 横手支店長  

安江 修 
東京本部  
東京法人営業第二部 営業第二課 

北海道・東北本部  
東北エリア統括部 郡山支店長 
兼 福島支店長 

杉浦 康友 首都圏本部 千葉支店長  

北海道・東北本部  
東北エリア統括部 古川支店長 

三浦 貴 
東北本部 古川支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

北海道・東北本部  
札幌リアルターセンター長 

須藤 和義 
マーケティング部 マーケット開発エリ

アディレクター（北海道） 

北海道・東北本部  
仙台リアルターセンター長 

波田 羊路 
東北本部 仙台支店 宅建リアルター営

業課長 

首都圏本部  
東京エリア統括部 東京第一支店長 

加藤 武 東京本部 東京リアルターセンター長 

首都圏本部  
東京エリア統括部 東京第二支店長 

小林 栄樹 首都圏本部 埼玉支店 営業課長 

首都圏本部  
東京エリア統括部 東京第三支店長 

尾方 徹二 首都圏本部 東葛支店長  

首都圏本部  
神奈川エリア統括部 横浜中央支店長

関 雅之 出向 ＡＩＵ保険会社 

首都圏本部  
神奈川エリア統括部 湘南支店長 

髙橋 秀行 
首都圏本部 湘南支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

首都圏本部  
千葉エリア統括部 東支店長 

古性 康之 営業企画推進部 チーム長 

首都圏本部  
東京リアルターセンター長 

平井 崇志 東京本部 東京開発営業部 営業第二課

首都圏本部  
横浜リアルターセンター長 

広瀬 英克 関東上信越本部 スタッフ 

首都圏本部 東京代理店センター長 山本 哲史 首都圏本部 川口支店長  

首都圏本部 横浜代理店センター長 中野 雅仁 東北本部 弘前支店長  

首都圏本部 東京ＰＡセンター長 
兼 ＣＰＡ採用推進担当（首都圏） 

戸谷 公彦 
首都圏本部  
神奈川県央支店 ＰＡ営業課長 

関東上信越本部  
埼玉エリア統括部 川口支店長 

伊藤 雄 
首都圏本部 横浜中央支店 ＰＡ営業課

長 

関東上信越本部  
埼玉エリア統括部 川越支店長 

山下 一志 
首都圏本部 横浜支店長  
兼 ＰＡ営業課長 
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新所属・職位 氏名 現所属・職位 

関東上信越本部 北関東エリア統括部

茨城南第一支店長 
石川 義晃 

関東上信越本部 茨城南支店 営業第一

課長 

関東上信越本部 北関東エリア統括部

茨城南第二支店長 
伊藤 認 

関東上信越本部 茨城南支店 営業第二

課長 

関東上信越本部 北関東エリア統括部

古河支店長 
山本 敬一 関東上信越本部 新潟支店 営業課長 

関東上信越本部 北関東エリア統括部

栃木支店長 
伊藤 和雪 関東上信越本部 小山支店長  

関東上信越本部 北関東エリア統括部

小山支店長 
島田 佳哉 関東上信越本部 古河支店長  

関東上信越本部 上信越エリア統括部

群馬支店長 
堀江 豊 北海道本部 恵庭支店長  

関東上信越本部 上信越エリア統括部

前橋支店長 
並木 竜一 

関東上信越本部 群馬支店 前橋営業課

長 

関東上信越本部 上信越エリア統括部

長野支店長 
平本 功 東海・北陸本部 岐阜支店長  

関東上信越本部 上信越エリア統括部

松本支店長 兼 飯田支店長 
江口 慎一 関東上信越本部 松本支店長  

関東上信越本部 上信越エリア統括部

長岡支店長 兼 上越支店長 
河合 正祥 

関東上信越本部 長岡支店長  
兼 関東損害サービス部 長岡ＳＣ 

関東上信越本部 上信越エリア統括部

新潟支店長 
青木 香 

関東上信越本部 新潟支店長  
兼 宅建リアルター営業課長 

関東上信越本部 埼玉ＰＡセンター長

兼 ＣＰＡ採用推進担当（関東上信越）
佐々木 宏明 首都圏本部 埼玉ＰＡセンター長  

東海・北陸本部  
愛知エリア統括部 豊橋支店長 

加藤 晴彦 
北海道本部 札幌支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

東海・北陸本部  
愛知エリア統括部 半田支店長 

茗荷 一成 東海・北陸本部 浜松支店長  

東海・北陸本部  
愛知エリア統括部 一宮支店長 

牧田 順昭 マーケティング部 

東海・北陸本部 岐阜・三重エリア統

括部 美濃加茂支店長 
藤内 誠人 東海・北陸本部 豊橋支店長  

東海・北陸本部 岐阜・三重エリア統

括部 四日市支店長 兼 東海北陸損

害サービス本部 四日市ＳＣ 

吉岡 靖朗 首都圏本部 埼玉支店 営業課 

東海・北陸本部 
静岡エリア統括部 静岡支店長 

小川 健司 
東海・北陸本部 静岡支店 営業課長 

兼 宅建リアルター営業課長 

東海・北陸本部 静岡エリア統括部

沼津支店長 兼 東海北陸損害サービ

ス本部 沼津ＳＣ 

黒田 英寿 東海・北陸本部 美濃加茂支店長  

東海・北陸本部  
静岡エリア統括部 浜松支店長 

勝野 潤 

東海・北陸本部 沼津支店長  
兼 東海・北陸損害サービス部 沼津Ｓ

Ｃ 

東海・北陸本部  
北陸エリア統括部 金沢支店長 

大田 星男 
東海・北陸本部 静岡支店長  
兼 ＰＡ営業課長 
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新所属・職位 氏名 現所属・職位 

東海・北陸本部  
名古屋リアルターセンター長 

岩井 秀樹 
東海・北陸本部 四日市支店長 兼 東

海・北陸損害サービス部 四日市ＳＣ 

東海・北陸本部  
静岡リアルターセンター長 

永野 康一 東海・北陸本部 静岡支店 営業課 

東海・北陸本部 名古屋ＰＡセンター

長 
兼 ＣＰＡ採用推進担当（東海・北陸）

宮脇 拓夫 
東海・北陸本部 岡崎支店 ＰＡ営業課

長 

関西本部  
大阪エリア統括部 北大阪第一支店長

土屋 勝治 
大阪本部 北大阪支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部  
大阪エリア統括部 北大阪第二支店長

太田 隆栄 大阪本部 北大阪支店 営業第二課長 

関西本部  
大阪エリア統括部 京阪第一支店長 

山岡 寛英 大阪本部 京阪支店長  

関西本部  
大阪エリア統括部 京阪第二支店長 

角家 博文 大阪本部 京阪支店 営業第一課長 

関西本部  
南大阪エリア統括部 南大阪支店長 

石塚 秀明 
大阪本部 大阪第二支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部  
南大阪エリア統括部 岸和田支店長 

横江川 徹 関西本部 京都支店 営業第一課 

関西本部  
南大阪エリア統括部 南河内支店長 

迫田 政浩 
大阪本部 南河内支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部  
南大阪エリア統括部 阿倍野支店長 

三井 公善 大阪本部 大阪第二支店 営業課長 

関西本部  
南大阪エリア統括部 橿原支店長 

千足 雅之 
関西本部 和歌山支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部  
南大阪エリア統括部 和歌山支店長 

二木 規雄 
四国本部 高知支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部 京滋エリア統括部 京都北

支店長 兼 関西第二損害サービス本

部 北近畿ＳＣ 

影山 大輔 大阪本部 京阪支店 営業第二課長 

関西本部  
京滋エリア統括部 滋賀支店長 

真鍋 愛一郎 大阪本部 大阪第一支店 営業第一課長

関西本部  
兵庫エリア統括部 阪神支店長 

石橋 新太郎
関西本部 滋賀支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部  
兵庫エリア統括部 但馬丹後支店長 

西村 崇 東海・北陸本部 三重支店 営業課長 

関西本部  
兵庫エリア統括部 明石支店長 

青木 康修 
関西本部 明石支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

関西本部 神戸リアルターセンター長 綿村 和徳 
関西本部 神戸支店 宅建リアルター営

業課長 

関西本部 大阪ＰＡセンター長 
兼 ＣＰＡ採用推進担当（関西） 

三田 隆生 

大阪本部 大阪ＰＡセンター長 兼 Ｐ

Ａエリアディレクター（大阪本部スタッ

フ） 

関西本部 京都ＰＡセンター長 
兼 ＣＰＡ採用推進担当（関西） 

石橋 秀元 関西本部 京都ＰＡセンター長  
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新所属・職位 氏名 現所属・職位 

関西本部 神戸ＰＡセンター長 
兼 ＣＰＡ採用推進担当（関西） 

中田 寛 関西本部 神戸ＰＡ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 

山本 勉 中国本部 倉敷支店長  

中国・四国本部  
東中国エリア統括部 倉敷支店長 

喜多 俊行 中国本部 倉敷支店 ＰＡ営業課長 

中国・四国本部 東中国エリア統括部

米子支店長 兼 松江支店長 
藤川 秀樹 中国本部 米子支店長  

中国・四国本部  
四国エリア統括部 高松支店長 

森 聖二 
四国本部 丸亀支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

中国・四国本部  
四国エリア統括部 丸亀支店長 

篠原 隆夫 四国本部 スタッフ 

中国・四国本部 
四国エリア統括部 徳島支店長 

森 大治 
四国本部 徳島支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

中国・四国本部 四国エリア統括部

高知支店長 兼 中村支店長 
中井 紀寿 

四国本部 松山支店長  
兼 ＰＡ営業課長 

中国・四国本部 四国エリア統括部

松山支店長 兼 宇和島支店長 
山本 忠宏 四国本部 高松支店 ＰＡ営業課長 

中国・四国本部  
中国リアルターセンター長 

溝渕 典昭 
中国本部 広島支店 宅建リアルター営

業課長 

九州本部 福岡・沖縄エリア統括部

北九州第一支店長 
土屋 仁志 九州本部 北九州支店 ＰＡ営業課長 

九州本部 福岡・沖縄エリア統括部

北九州第二支店長 
井上 哲哉 九州本部 北九州支店長  

九州本部 福岡・沖縄エリア統括部

飯塚支店長 
飛松 孝治 

九州本部 佐世保支店長  
兼 九州損害サービス部 佐世保ＳＣ 

九州本部 福岡・沖縄エリア統括部

久留米支店長 
畑田 良伊 九州本部 熊本支店長  

九州本部 中九州・西九州エリア統括

部 熊本支店長 兼 人吉支店長 
米田 晋一郎 九州本部 長崎支店長  

九州本部 中九州・西九州エリア統括

部 長崎支店長 兼 島原支店長 
杉本 洋平 九州本部 久留米支店 営業課長 

九州本部 中九州・西九州エリア統括

部 佐世保支店長 兼 九州損害サー

ビス本部 佐世保ＳＣ 

落合 克樹 九州本部 飯塚支店長  

九州本部 中九州・西九州エリア統括

部 大分支店長 
中川 富久 九州本部 北九州支店 営業課長 

九州本部 南九州エリア統括部 宮崎

支店長 
大谷 一就 

大阪本部 大阪開発営業部 営業第二課

長 

九州本部 南九州エリア統括部 都城

支店長 兼 九州損害サービス本部

都城ＳＣ 

小倉 寛三 
北海道本部 釧路支店長  
兼 北海道損害サービス部 釧路ＳＣ 

九州本部 福岡リアルターセンター長 坂口 雅則 
九州本部 福岡支店 宅建リアルター営

業課長 
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新所属・職位 氏名 現所属・職位 

北海道・東北損害サービス本部 札幌

ＳＣ長 兼 苫小牧ＳＣ長 
中村 真古茂 九州本部 業務統括部長 

北海道・東北損害サービス本部  
函館ＳＣ長 

堀田 淳之 
東海・北陸損害サービス部 美濃加茂Ｓ

Ｃ長 

北海道・東北損害サービス本部  
旭川ＳＣ長 

船戸 真一 首都圏損害サービス部 東葛ＳＣ長 

北海道・東北損害サービス本部  
弘前ＳＣ長 

太田 浩二 
東北損害サービス部 弘前ＳＣ長  
兼 青森ＳＣ長 

首都圏損害サービス本部 東ＳＣ長 内田 成人 首都圏損害サービス部 湘南ＳＣ長 

首都圏損害サービス本部  
東日本自動車ＳＣ長 

青柳 浩生 
北海道損害サービス部 札幌ＳＣ長  
兼 苫小牧ＳＣ長 

首都圏損害サービス本部 海損ＳＣ長 輿石 英樹 
首都圏損害サービス部 海損ＳＣ長  
兼 海損ＳＣ（大阪） 

関東上信越損害サービス本部  
長野ＳＣ長 

小玉 泰弘 関東損害サービス部 松本ＳＣ長 

関東上信越損害サービス本部  
新潟ＳＣ長 

瀬下 伸一 
関東損害サービス部 新潟ＳＣ長  
兼 長岡ＳＣ長 

東海・北陸損害サービス本部  
美濃加茂ＳＣ長 

田中 誠一郎 九州損害サービス部 久留米ＳＣ長 

東海・北陸損害サービス本部  
福井ＳＣ長 

宮村 浩幸 首都圏損害サービス部 西東京ＳＣ長 

中国・四国損害サービス本部  
山口ＳＣ長 

重村 浩司 東海・北陸損害サービス部 名古屋ＳＣ

九州損害サービス本部 久留米ＳＣ長 鈴木 章文 
首都圏損害サービス部 東日本自動車Ｓ

Ｃ長 

九州損害サービス本部 鹿児島ＳＣ長 遊佐 直哉 北海道損害サービス部 旭川ＳＣ長 

 

以上 


