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2019年 3月 5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）阪本 雅義 

(TEL：03-5714-4613) 

   

2019 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】 （2019年 4月 1日付） 

 

１．デジタル化への対応強化 

○ 急速なデジタル化への対応強化の観点より「デジタルイノベーション推進部」を新設します。 

  

２．アプリ／インフラ一体となった開発体制の実現 

○ アプリ／インフラ横断での、機動的な要員配置・体制組成の実現のため、「ＣＤＯ (Chief Delivery Officer)」

職制を開発・運用部門に新設します。 

 

３．日本生命グループ向けアカウント体制の強化 

○ 日本生命グループの拡大に伴い、一般市場と併せグループ向けアカウント体制を強化する観点から、   

営業部門に「コンサルティング営業本部」を新設します。 

 

４．その他 

○ より現場に近い立場で課題プロジェクトへの実効的な支援を実施するため、「プロジェクト監察室」の機能

を、企画スタッフ部門から開発・運用部門に移管し、「プロジェクト監理室」を新設します。 

○ 製造、販売の連携強化によるインプリメント事業の生産性向上に向け、ＩＴソリューション営業本部を、

開発・運用部門と同一ロケーションとし、営業統括本部のブロックとして存置（本部は収束）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（2019年 4月 1日付） 
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【Ⅱ 人事異動】 

 

１．役員の部  

 

(2019年 3月 24 日付) 

・代表取締役社長の退任 

氏 名 新 現 

鬼頭 誠司 退任 代表取締役社長 

 

(2019年 3月 25 日付) 

・代表取締役社長の新任 

氏 名 新 現 

矢部 剛 代表取締役社長 
日本生命保険相互会社 

取締役専務執行役員 

 

(2019年 4月 1日付) 

・昇任・新任 

氏 名 新 現 

木下 雅裕 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 

竹上 浩治 取締役常務執行役員 取締役執行役員 

加藤 雅之 執行役員 （団保・共済ソリューション事業部長） 

 

・取締役および執行役員の担当・委嘱の変更 

氏 名 新 現 

代表取締役会長 

松山 保臣 

－ 次世代Ｒ＆Ｄ室 担当 

取締役専務執行役員 

木下 雅裕 

デジタルイノベーション推進部、 

プロジェクト監理室、 

開発競争力革新部 担当 

ＣＤＯ 委嘱 

 

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 

竹上 浩治 

ＩＴソリューション営業ブロック、 

次世代Ｒ＆Ｄ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 

 

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 
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氏 名 新 現 

取締役執行役員 

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、 

健康経営 担当 

 

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 

 

取締役 

林 幹夫 

－ コンサルティング本部 担当 

営業統括本部長 委嘱 

 

常務執行役員 

桒原 靖 

コンサルティング本部、 

損害保険事業推進室 担当 

営業統括本部長 委嘱 

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 

竹下 聡 

ヘルスケア営業本部、 

年金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 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 

執行役員 

徳永 正志 

 

コンサルティング営業本部、 

資産運用営業本部、 

保険ソリューション事業部、 

資産運用ソリューション事業部 担当 

 

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 

業務推進室、 

年金営業本部、 

共済営業本部 担当 

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 

新宅 正則 

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、 

ビジネスソリューション事業部 担当 

 

次期システム推進室 担当 

次期システム推進室長 委嘱 

 

執行役員 

加藤 雅之 

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 

事務サービス事業部長 委嘱 

 

－ 
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２．社員の部 （2019年 4 月 1 日付） 

 

氏 名 新 現 

村上 章 
ﾌｪﾛｰ「開発ﾌｪﾛｰ」 

開発競争力革新部長 委嘱 
開発競争力革新部 部長 

寺田 理一 業務推進室 室長 業務推進室 ﾁｰﾌﾏﾈｼﾞｬｰ 

乾 ゆかり ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 担当部長 働き方 2.0推進室 室長 

齊藤 一喜 
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業本部 本部長 

兼 損害保険事業推進室 室長 

業務推進室 室長 

兼 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部 本部長 

服部 達也 年金営業本部 本部長 年金営業本部 理事営業部長 

森下 修史 資産運用営業本部 本部長 資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

水間 剛二 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部 部長 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

山中 裕介 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理室 室長 次期ｼｽﾃﾑ推進室 主席ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

富吉 敏郎 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監理室 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ﾘｽｸ管理統括部 部長 

田中 敏之 個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 担当部長 

岡 武志 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 開発競争力革新部 担当部長 

平田 元 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

清岡 陽 資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 資産運用営業本部 本部長 

加藤 直之 団保･共済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 事業部長 

水江 宜子 団保･共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ監察室 室長 

松島 英樹 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 

大島 賢一 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ部 部長 個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 

瀧澤 裕 
働き方 2.0推進室 室長 

 兼 IT企画室 室長 
総務部 部長 

江木 聡 財務･経理部 部長 日本生命保険相互会社 

梶尾 彰彦 財務･経理部 審議役 財務･経理部 部長 

高松 由夫 総務部 部長 総務部 担当部長 

宮澤 秀行 総務部 担当部長 事務ｻｰﾋﾞｽ事業部 事業部長 

廣 威志 ﾘｽｸ管理統括部 部長 損害保険事業推進室 室長 

 

 

以上 


