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2018年 3月 2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 鬼頭 誠司 

問合せ先  経営企画部（広報担当） 飛松 宏実 

(TEL：03-5714-4624) 

 

 

2018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。 

 

 

記 

 

【Ⅰ 組織改正】 （2018 年 4月 1日付） 

 

１．一般市場拡大に向けた体制強化 

 

○ 年金・共済マーケットの成長に合わせ営業組織の専管化にて営業活動を高度化させるため、また、共済領

域の開発機能を集約し、業務ノウハウ・開発スキルの一体化により競争力を向上させるため、以下対応を

行います。 

－「年金・共済営業本部」を、「年金営業本部」と「共済営業本部」へ分割 

－「特別事業推進本部」を収束し、「共済営業本部」と「団保・共済ソリューション事業部」へ移管 

 

○ 損害保険領域の拡大に向け、「ＧＩ事業推進室」を「損害保険事業推進室」へ名称変更します。 
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≪ご参考≫ ニッセイ情報テクノロジー株式会社 組織図（2018年 4月 1日付） 
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【Ⅱ 人事異動】 

 

１．役員の部 (2018 年 4 月 1 日付) 

 

・昇任・新任 

氏 名 新 現 

桒原 靖 常務執行役員 執行役員 

増田 祐一 執行役員 （年金・共済営業本部長） 

宮西 真司 執行役員 （フェロー） 

新宅 正則 執行役員 （次期システム推進室長） 

 

・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 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 担当 

営業統括本部長 委嘱 

 

取締役常務執行役員 

木下 雅裕 

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、 

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 

監査部 担当 

ＣＩＯ 委嘱 

 

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 

ＩＴソリューション営業本部、 

損害保険事業推進室、 

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 

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 

ＧＩ事業推進室長 委嘱 
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氏 名 新 現 

常務執行役員 

桒原 靖 

業務推進室、 

資産運用営業本部、 

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 

営業統括副本部長 委嘱 

 

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、 

２０周年記念ＰＴ 担当 

 

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企画室 担当 

次世代Ｒ＆Ｄ室 審議役 委嘱 

 

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 

塔下 和彦 

 

 

経営企画部、 

ヒューマンリソース部、 

働き方２．０推進室、 

総務部 担当 

 

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 

 

開発競争力革新部、 

プロジェクト監察室 担当 

ヒューマンリソース部長 委嘱 

 

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 

 

執行役員 

増田 祐一 

年金営業本部、 

共済営業本部 担当 

年金営業本部長 委嘱 

 

－ 

 

 

執行役員 

宮西 真司 

保険営業本部、 

銀行・代理店営業本部 担当 

 

－ 

 

執行役員 

新宅 正則 

次期システム推進室 担当 

次期システム推進室長 委嘱 

 

－ 
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≪ご参考≫ ニッセイ情報テクノロジー株式会社 役員体制（2018年 4月 1日付） 

 

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 松山 保臣 次世代Ｒ＆Ｄ室 担当 

代表取締役社長 鬼頭 誠司  

取締役常務執行役員 林 幹夫 コンサルティング本部 担当 

営業統括本部長 委嘱 

取締役常務執行役員 木下 雅裕 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 監査部 担当 

ＣＩＯ 委嘱 

取締役執行役員 竹上 浩治 ＩＴソリューション営業本部、損害保険事業推進室、 

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 矢部 剛  

取締役 三笠 裕司  

取締役 大神 哲明  

監査役 安岡 護＊  

監査役 国分 好雄＊  

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 

常務執行役員 桒原 靖 
業務推進室、資産運用営業本部、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 

営業統括副本部長 委嘱 

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、２０周年記念ＰＴ 担当 

執行役員 小林 敦行 ＩＴ企画室 担当 

次世代Ｒ＆Ｄ室 審議役 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 経営企画部、ヒューマンリソース部、働き方２．０推進室、 

総務部 担当 

執行役員 徳永 正志 開発競争力革新部、プロジェクト監察室 担当 

ヒューマンリソース部長 委嘱 

執行役員 増田 祐一 年金営業本部、共済営業本部 担当 

年金営業本部長 委嘱 

執行役員 宮西 真司 保険営業本部、銀行・代理店営業本部 担当 

執行役員 新宅 正則 次期システム推進室 担当 

次期システム推進室長 委嘱 
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２．社員の部 （2018年 4 月 1 日付） 

 

氏 名 新 現 

枝浪 比呂志 ﾌｪﾛｰ「技術ﾌｪﾛｰ」 
ﾌｪﾛｰ「技術ﾌｪﾛｰ」 

次世代 R&D室長 委嘱 

齊藤 一喜 
業務推進室 室長 

兼 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 本部長 
日本生命保険相互会社 

前更 雅一 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長 年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

谷 敬介 共済営業本部 本部長 GI 事業推進室 理事営業部長 

廣 威志 損害保険事業推進室 室長 GI 事業推進室 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

平田 元 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 特別事業推進本部 本部長 

田浦 達広 経営企画部 部長 
業務推進室 室長 

兼 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長 

飛松 宏実 次世代 R&D室 室長 経営企画部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

村上 章 開発競争力革新部 部長 経営企画部 部長 

岡 武志 開発競争力革新部 担当部長 開発競争力革新部 部長 

高松 由夫 総務部 担当部長 監査部 部長 

岡 俊夫 監査部 部長 監査役室 室長 

谷口 覚 監査役室 室長 
販売ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部  

金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ 上席ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

 

以上 


