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平成 29年 3月 3日 

 

会社名   ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

代表者名  代表取締役社長 小林 研一 

問合せ先  経営企画部（広報担当） 飛松 宏実 

(TEL：03-5714-4624) 

 

 

平成 29 年度組織改正及び役員・社員の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、下記の通り組織改正及び人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

 なお、役員の異動については、平成 29年 3月 24日開催予定の臨時株主総会および同株主総会終了後の

取締役会において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

【Ⅰ 組織改正】 （平成 29年 4月 1日付） 

 

１．一般市場の拡大に向けた営業力の強化 

○ 営業部門全体を戦略的に運営する機能強化の観点より、「業務推進室」を新設します。 

○ 受託状況を踏まえた組織の効率化に向け、「ＪＰ事業推進本部」をコンサルティング本部へ移管します。 

 

２．開発競争力向上に資する開発体制の強化 

○ 個人保険フロントチャネル開発機能強化の観点より、「営業支援システム事業部」と「金融サービス 

ソリューション事業部」を統合し、「販売チャネルソリューション事業部」として再編します。 

 

３．環境変化を踏まえた働き方変革の更なる推進 

○ 生産性向上に向けた新たな働き方を検討・推進する観点より、「働き方２．０推進室」を新設します。 

 

４．その他 

○ インフライノベーション事業部の内設室「ビジネスイノベーション室」を廃止し、直轄 2組織へ 

分割します。 
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ニッセイ情報テクノロジー株式会社組織図（平成 29年 4月 1日付） 
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【Ⅱ 人事異動】 

 

１．役員の部 (平成 29年 4月 1日付) 

 

・昇任・新任等 

氏 名 新 現 

小林 研一 代表取締役会長 代表取締役社長 

鬼頭 誠司 代表取締役社長 
日本生命保険相互会社  

取締役常務執行役員 

 

・取締役および執行役員の担当・委嘱の変更 

氏 名 新 現 

代表取締役会長 

小林 研一 

 

次世代Ｒ＆Ｄ室 担当 

 

経営企画部、 

次世代Ｒ＆Ｄ室 担当 

代表取締役社長 

鬼頭 誠司 

 

経営企画部 担当  

取締役常務執行役員 

林 幹夫 

コンサルティング本部、 

年金・共済営業本部 担当 

営業統括本部長 委嘱 

 

コンサルティング本部、 

年金・共済営業本部、 

ＪＰ事業推進本部 担当 

営業統括本部長 委嘱 

 

取締役常務執行役員 

木下 雅裕 

次期システム推進室、 

個人保険システム事業部、 

販売チャネルソリューション事業部、 

保険ソリューション事業部 担当 

 

次期システム推進室、 

個人保険システム事業部、 

営業支援システム事業部、 

保険ソリューション事業部、 

金融サービスソリューション事業部 担当 

 

取締役常務執行役員 

藤木 真一郎 

開発競争力革新部、 

プロジェクト監察室、 

ＩＴ企画室、監査部 担当 

ＣＩＯ 委嘱 

 

開発競争力革新部、 

リスク管理統括部、 

プロジェクト監察室、 

ＩＴ企画室、監査部 担当 

ＣＩＯ 委嘱 
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氏 名 新 現 

執行役員 

田中 英明 

法務・コンプライアンス統括部、 

財務・経理部、 

リスク管理統括部 担当 

 

保険営業本部、 

銀行・代理店営業本部、 

資産運用営業本部 担当 

保険営業本部長 委嘱 

 

執行役員 

竹下 聡 

ヘルスケア営業本部、 

ヘルスケアソリューション事業部 担当 

 

ヘルスケア営業本部、 

ヘルスケアソリューション事業部 担当 

ヘルスケア営業本部長、 

ヘルスケアソリューション事業部長 委嘱 

 

執行役員 

塔下 和彦 

 

 

業務推進室、 

保険営業本部、 

銀行・代理店営業本部、 

資産運用営業本部 担当 

営業統括副本部長 委嘱 

 

法務・コンプライアンス統括部、 

財務・経理部、総務部 担当 

経営企画部審議役 委嘱 

 

執行役員 

徳永 正志 

 

ヒューマンリソース部、 

働き方２．０推進室、総務部 担当 

ヒューマンリソース部長、 

次世代Ｒ＆Ｄ室審議役 委嘱 

 

ヒューマンリソース部 担当 

次世代Ｒ＆Ｄ室長、 

ヒューマンリソース部長、 

開発競争力革新部審議役 委嘱 
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≪ご参考≫ 平成 29年 4月 1日付体制 

 

１．取締役および監査役 

役職名 氏名 担当および委嘱等 

代表取締役会長 小林 研一 次世代Ｒ＆Ｄ室担当 

代表取締役社長 鬼頭 誠司 経営企画部担当 

取締役常務執行役員 林 幹夫 コンサルティング本部、年金・共済営業本部担当 
営業統括本部長委嘱 

取締役常務執行役員 木下 雅裕 次期システム推進室、個人保険システム事業部、                
販売チャネルソリューション事業部、            
保険ソリューション事業部担当 

取締役常務執行役員 藤木 真一郎 開発競争力革新部、プロジェクト監察室、ＩＴ企画室、 
監査部担当 
ＣＩＯ委嘱 

取締役執行役員 竹上 浩治 ＧＩ事業推進室、基盤ソリューション事業部、                      
インフライノベーション事業部、システム運用事業部担当 

取締役 児島 一裕  

取締役 矢部 剛  

取締役 早田 順幸  

常任監査役 小畑 裕司  

監査役 安岡 護＊  

監査役 奥野 之雅＊  

監査役 正田 賢司＊  

監査役 窪谷 治  

（＊）会社法第 2条第 16号に定める社外監査役 

 

２．執行役員 

役職名 氏名 担当および委嘱等 

執行役員 桒原 靖 特別事業推進本部、ビジネスソリューション事業部、              
資産運用ソリューション事業部、年金ソリューション事業部、        
団保・共済ソリューション事業部、事務サービス事業部担当 

執行役員 田中 英明 法務・コンプライアンス統括部、財務・経理部、 
リスク管理統括部担当 

執行役員 小林 敦行 ＩＴソリューション営業本部担当 
ＩＴソリューション営業本部長委嘱 

執行役員 竹下 聡 ヘルスケア営業本部、ヘルスケアソリューション事業部担当 
 

執行役員 塔下 和彦 業務推進室、保険営業本部、銀行・代理店営業本部、 
資産運用営業本部担当 
営業統括副本部長委嘱 

執行役員 徳永 正志 ヒューマンリソース部、働き方２．０推進室、総務部担当 
ヒューマンリソース部長、次世代Ｒ＆Ｄ室審議役委嘱           
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２．社員の部 （平成 29年 4月 1日付） 

氏 名 新 現 

白水 知仁 理事 

「健康管理医長」 

日本生命保険相互会社 

枝浪 比呂志 ﾌｪﾛｰ「技術ﾌｪﾛｰ」 営業統括本部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 

「営業統括本部長補佐」 

首藤 武 ﾌｪﾛｰ「営業ﾌｪﾛｰ」 

保険営業本部長  

営業統括本部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 

「営業統括本部長補佐」 

宮西 真司 ﾌｪﾛｰ「開発ﾌｪﾛｰ」 

 

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

 

田浦 達広  業務推進室 室長 

兼 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長 

兼 JP事業推進本部 本部長 

高岡 徹  業務推進室 理事営業部長 

 

営業統括本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 

 

真田 実  銀行･代理店営業本部 本部長 金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

 

稲葉 準  銀行･代理店営業本部 審議役 

 

日本生命保険相互会社 

松井 方士  銀行･代理店営業本部 理事営業部長 

 

金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 主席ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

 

服部 達也  年金･共済営業本部 理事営業部長 年金･共済営業本部 主席ｸﾗｲｱﾝﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

 

谷川 雅彦  ﾍﾙｽｹｱ営業本部 本部長 ﾍﾙｽｹｱ営業本部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

水本 善夫  ﾍﾙｽｹｱ営業本部 理事営業部長 

 

銀行･代理店営業本部 本部長 

生駒 勝治  IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 

 

松村 貴博  GI事業推進室 理事営業部長 

 

保険営業本部 主席ｸﾗｲｱﾝﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

 

田中 敏之  個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 担当部長 個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 WEB ｻｰﾋﾞｽﾌﾞﾛｯｸ ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

品川 輝  販売ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 開発競争力革新部 部長 

青北 稔  販売ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

 

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 主席ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

水間 剛二  保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

 

営業支援ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 

小坂 俊雄  保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 主席ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

 

徳渕 隆志  資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

 

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

前更 雅一  年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

「年金ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長」 

年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

 

安達 秀樹  ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

 

特別事業推進本部 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ 
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氏 名 新 現 

竹本 重洋  ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 事業部長 ｼｽﾃﾑ運用事業部 事業部長 

 

立岡 聡  ｼｽﾃﾑ運用事業部 事業部長 

 

IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 主席ｸﾗｲｱﾝﾄｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

半田 大作  次世代 R＆D室 室長 

 

ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

乾 ゆかり  働き方 2.0推進室 室長 金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 損保ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

岡 武志  開発競争力革新部 部長 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監察室 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

中野 誠司  開発競争力革新部 担当部長 

「ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部長」 

開発競争力革新部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

「ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部長」 

水江 宜子  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監察室 室長 

 

ﾘｽｸ管理統括部 ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

 

 

以上 


