
平成 24 年 3月 2 日

平成２４年度組織改正及び人事異動について（平成２４年４月１日付）

ニッセイ情報テクノロジー株式会社（社長：和田 俊介）では、平成２４年４月１日付で以下の通り組織改正及び

人事異動を行いますので、ご案内いたします。

【Ⅰ、組織の一部改正】

主な改正点は以下の通り

１．営業体制の強化

・営業体制の強化に向け、各営業本部を統括する「営業統括本部」を新設する。

・市場特性に応じた営業活動を推進するため、「第三営業本部」、「特別事業推進室」を新設する。

２．新規事業創出に向けた体制構築

・中長期的な視野に立った調査・研究や、新たな事業創出に向けた取り組みを行うため、「次世代プロジェクト室」を新設する。

３．既存事業領域の深耕拡大に向けた再編

・既存事業領域の拡大を図るため、「企業・福祉ソリューション事業部」を「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」に再編し、併せてシステムサービス推進室を団保・共済ソリューション事業部へ移管する。

※ 新組織図につきましては、別紙をご参照ください。

【Ⅱ、人事異動】

１．役員の部

・新任・退任

常務執行役員 林

はやし

幹夫

みきお

（現 日本生命保険相互会社）

退任（平成２４年３月３１日付） 真田

さなだ

由起男

ゆきお

（現 常務執行役員）



・統括・担当・委嘱の変更

新役職・担当・委嘱 現役職・担当・委嘱 氏名

代表取締役副社長執行役員

担当 経営企画部

（新統合ｼｽﾃﾑ開発本部、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

人事・総務部、人材開発室 統括）

代表取締役副社長執行役員

担当 経営企画部、財務・経理部、人事・総務部

（新統合ｼｽﾃﾑ開発本部、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

企業・福祉ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 統括）

藤田
ふじた

陽一
よういち

取締役常務執行役員

担当 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部、ＩＴ企画室

委嘱 CIO、営業統括本部長、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部長

取締役常務執行役員

担当 ﾘｽｸ管理統括部、品質･生産管理部、

ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部、監査室

委嘱 CIO

弓削
ゆげ

公樹
こうき

取締役常務執行役員

担当 財務・経理部、人事・総務部、リスク管理統括部、

監査室

取締役常務執行役員

担当 特別営業推進室、JP 事業本部、

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｸﾗｳﾄﾞ事業推進室

委嘱 JP事業本部長、ｸﾗｳﾄﾞ事業推進室長

加藤
かとう

隆彦
たかひこ

常務執行役員

担当 第二営業本部、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、次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室

委嘱 営業統括副本部長、第二営業本部長、

年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

日本生命保険相互会社 林
はやし

幹夫
みきお

執行役員

担当 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部

執行役員

担当 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部

委嘱 ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部長

藤木
ふじき

真一郎
しんいちろう

執行役員

担当 第三営業本部、資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、人材開発室、

品質・生産管理部、ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部

委嘱 営業統括副本部長、第三営業本部長、

資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、

ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

執行役員

担当 第二営業本部、資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

企業･福祉ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ推進室、ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

委嘱 第二営業本部長、ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

佐藤
さとう

治夫
はるお

執行役員

担当 第一営業本部、特別事業推進室、

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室

委嘱 営業統括副本部長、特別事業推進室長、

金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室長

執行役員

担当 第一営業本部、金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室

委嘱 第一営業本部長、保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、

金融ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ室長

桒原
くわばら

靖
やすし

執行役員

担当 ＪＰ事業本部、新統合ｼｽﾃﾑ開発本部、

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

委嘱 ＪＰ事業本部長、新統合ｼｽﾃﾑ開発本部長、

新統合ｼｽﾃﾑ開発本部事業部長

執行役員

担当 新統合ｼｽﾃﾑ開発本部、

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

委嘱 新統合ｼｽﾃﾑ開発本部長

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

木下
きのした

雅裕
まさひろ

※（ ）内は統括業務分野



２．職員の部

新役職 現役職 氏名

ﾌｪﾛｰ （基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部、

次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室） 担当

ﾌｪﾛｰ （基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部、

ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部） 担当
萩森 康史

ﾌｪﾛｰ （営業統括本部、次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室）担当

営業統括副本部長

ﾌｪﾛｰ （ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部、ｸﾗｳﾄﾞ事業推進室、

IT 企画室） 担当
小林 敦行

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 高岡 徹

第三営業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部部長 林 秀樹

第三営業本部 理事営業部長 ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 猪口 昭博

JP事業本部 事業部長
JP事業本部 事業部長

兼 特別営業推進室 室長
宮澤 秀行

JP事業本部 理事営業部長
JP事業本部 理事営業部長

兼 特別営業推進室 理事営業部長
山﨑 芳彦

JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
JP 事業本部 担当部長

兼 ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部 担当部長
正田 直行

JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長
新統合ｼｽﾃﾑ開発本部 事業部長

兼 JP事業本部 担当部長
本橋 利浩

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部部長 村上 章

保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 第一営業本部 本部長

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 本部長

兼 ｸﾗｳﾄﾞ事業推進室 担当部長
加藤 雅之

年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部部長 企業･福祉ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 増田 祐一

団保・共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 次世代ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ室 室長

企業･福祉ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ推進室 室長
徳永 正志



新役職 現役職 氏名

基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 JP事業本部 理事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長

基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長

兼 JP事業本部 担当部長
竹上 浩治

ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 事業部長 ｲﾝﾌﾗｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部 事業部部長 高倉 禎

品質・生産管理部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

兼 人材開発室 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

品質・生産管理部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

兼 ﾘｽｸ管理統括部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
羽田 邦雄

【お問い合わせ先】

経営企画部 企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ TEL：03-5714-5913



＜別紙＞
ニッセイ情報テクノロジー株式会社組織図
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IT企画室

人材開発室
ｚ




