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2021年 3月 4日 

各位 

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     矢部 剛 

問合せ先   経営企画部（広報担当）丹羽 啓輔 

(TEL：03-5714-4613) 

 

2021 年度組織改正および役員・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】（2021年 4月 1日付） 

 

１．コンサルティング機能の強化 

○ 保険・共済・年金領域におけるデジタル化の推進、当社の強みである業務インフラ構築力の 

更なる強化、収益力の向上を図るため、コンサルティング機能を強化します。 

○ コンサルティング本部を企画営業統括本部から独立させ、「コンサルティング事業本部」を新設し、

コンサルティング事業本部下に、「コンサルティング事業部」、「公共年金事業部」を設置します。 
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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（2021年 4月 1日付） 
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【Ⅱ 人事異動】 

 

１．役員の部  (2021年 4月 1日付) 

 

・新任取締役候補 

氏 名 新 現 

原口 達哉 代表取締役副社長 （日本生命保険相互会社） 

※今後開催予定の臨時株主総会および取締役会で決議予定。 

 

・執行役員の新（再）任 

氏 名 新 現 

加藤 雅之 執行役員 
フェロー「営業フェロー」 

デジタルイノベーション企画部長 委嘱 

水間 剛二 執行役員 
企業年金ビジネスサービス株式会社 出向 

兼 年金ソリューション事業部 審議役 

 

・取締役および執行役員の担当・委嘱 

氏 名 新 現 

代表取締役会長 

窪谷 治 
－ － 

代表取締役社長 

矢部 剛 
－ － 

代表取締役副社長 

原口 達哉 

（就任予定候補者） 

デジタルトランスフォーメーション、 

ヘルスケア 担当 
－ 

代表取締役 

専務執行役員 

木下 雅裕 

特別プロジェクト対策室、 

NISSAY ITアカデミー（テクノロジーサイエンス）、 

開発競争力革新部、 

リスク管理統括部 担当 

CDO 委嘱 

特別プロジェクト対策室、 

開発競争力革新部、 

リスク管理統括部 担当 

CDO 委嘱 

取締役常務執行役員 

竹上 浩治 

共済コンサルティング営業部、 

銀行・代理店ソリューション事業部、 

事務サービス事業部 担当 

企画営業統括本部長 委嘱 

デジタルイノベーション企画部、 

共済コンサルティング営業部、 

銀行・代理店ソリューション事業部、 

事務サービス事業部 担当 

企画営業統括本部長 委嘱 

取締役常務執行役員 

田中 英明 

経営企画部、 

ヒューマンリソース部、 

NISSAY ITアカデミー（ビジネスナレッジ）、 

法務・コンプライアンス統括部、 

財務・経理部、 

監査部 担当 

経営企画部、 

ヒューマンリソース部、 

NISSAY IT アカデミー、 

法務・コンプライアンス統括部、 

財務・経理部、 

監査部 担当 
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氏 名 新 現 

取締役執行役員 

竹下 聡 

ヘルスケア保険事業企画部、 

ヘルスケアコンサルティング営業部、 

ヘルスケアソリューション事業部 担当 

ヘルスケア事業本部長 委嘱 

年金ソリューション事業部、 

企業保険ソリューション事業部、 

ヘルスケアコンサルティング営業部、 

ヘルスケアソリューション事業部、 

健康経営 担当 

ヘルスケア事業本部長 委嘱 

執行役員 

徳永 正志 

グループコンサルティング営業部、 

保険インフラ事業部、 

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 

グループコンサルティング営業部、 

保険インフラ事業部、 

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 

保険ソリューション事業部長 委嘱 

執行役員 

増田 祐一 

共済保険ソリューション事業部 担当 

共済保険ソリューション事業部長 委嘱 

共済保険ソリューション事業部 担当 

共済保険ソリューション事業部長 委嘱 

執行役員 

宮西 真司 
出向（SCSK株式会社） 出向（SCSK株式会社） 

執行役員 

長崎 豊 

基盤ソリューション事業部、 

クラウドサービス事業部、 

システム運用事業部 担当 

CIO 委嘱 

基盤ソリューション事業部、 

クラウドサービス事業部、 

システム運用事業部、総務 担当 

CIO 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、 

共済ソリューション事業部、 

事務サービス事業（個人保険） 担当 

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、 

共済ソリューション事業部、  

ヘルスケア保険事業企画部 担当 

ヘルスケア事業副本部長 委嘱 

執行役員 

竹本  重洋 

スマートワーク推進部、 

事務サービス事業（システム運用）担当 

クラウドサービス事業部長 委嘱 

スマートワーク推進部 担当 

クラウドサービス事業部長 委嘱 

執行役員 

田浦 達広 

業務推進室、 

保険コンサルティング営業部、 

年金コンサルティング営業部、 

コンサルティング事業部、 

公共年金事業部 担当 

企画営業統括副本部長、 

コンサルティング事業本部長 委嘱 

業務推進室、 

コンサルティング本部、 

保険コンサルティング営業部、 

年金コンサルティング営業部 担当 

企画営業統括副本部長 委嘱 

執行役員 

加藤 雅之 

デジタルイノベーション企画部 担当 

デジタルイノベーション企画部長、 

経営企画部審議役 委嘱 

－ 

執行役員 

水間 剛二 

年金ソリューション事業部、 

企業保険ソリューション事業部、 

事務サービス事業（企業保険） 担当 

－ 
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新任取締役候補者の略歴 

原口

はらぐち

 達哉

たつや

（1967年 1月 20日生） 

 

1989年 4月 日本生命保険相互会社入社 

2009年 6月 日本郵政株式会社 総務・人事部担当役員 

2011年 3月 日本生命保険相互会社 主計部長 

2014年 3月 同社 愛知東支社長 

2017年 3月 同社 執行役員 サービス企画部長 

2017年 7月  同社 執行役員 サービス企画部長 兼 審議役（近畿営業本部） 

2019年 3月  同社 執行役員 営業企画部長 兼 CRM開発部長 

2020年 3月  同社 執行役員 営業企画部長 兼 チャネル開発部長（現在） 

 

 

新（再）任執行役員の略歴 

加藤

かとう

 雅之

まさゆき

（1964年 5月 16日生） 

       

1999年 7月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社入社 

2006年 4月 当社 コンサルティング室長 

2010年 4月 当社 コンサルティング本部長 

2012年 4月 当社 保険ソリューション事業部長 

2014年 4月 当社 プロジェクト監察室 エグゼクティブスペシャリスト 

2014年 7月 当社 団保・共済ソリューション事業部長 

2019年 4月 当社 執行役員 

          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 

2020年 4月 当社 フェロー「営業フェロー」 

          デジタルイノベーション企画部長 委嘱（現在） 

 

水間

みずま

 剛二

こうじ

（1968 年 11月 7日生） 

 

1991年 4月 日本生命保険相互会社入社 

2008年 10月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

2013年 3月 当社 経営企画部長 

2015年 4月 当社 営業支援システム事業部長 

2017年 4月 当社 保険ソリューション事業部長 

2019年 4月 当社 デジタルイノベーション推進部長 

2019年 9月 企業年金ビジネスサービス株式会社 プロジェクト推進部 推進部長（現在） 
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２．社員の部 （2021年 4月 1日付） 

 

氏 名 新 現 

廣 威志 
ﾌｪﾛｰ「開発ﾌｪﾛｰ」 

ﾘｽｸ管理統括部長 委嘱 
ﾘｽｸ管理統括部 部長 

村上 章 

ﾌｪﾛｰ「営業ﾌｪﾛｰ」 

企画営業統括本部 審議役、 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ企画部 審議役、  

共済ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 審議役 委嘱 

ﾌｪﾛｰ「開発ﾌｪﾛｰ」 

開発競争力革新部長 委嘱 

寺田 理一 業務推進室 室長 同左 

真田 実 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ企画部 審議役 同左 

摺木 拓也 保険ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 部長 同左 

服部 達也 年金ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 部長 同左 

谷 敬介 共済ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 部長 同左 

横地 征史 ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 部長 （日本生命保険相互会社） 

森山 和俊 
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業部 事業部長 

兼 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 担当部長 

兼 ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業部 担当部長 

星野 啓 公共年金事業部 事業部長 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 担当部長 

徳渕 隆志 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 室長 同左 

田中 敏之 
個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 

兼 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ企画部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 
個人保険ｼｽﾃﾑ事業部 事業部長 

垣尾 政則 
販売ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

兼 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ企画部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 
販売ﾁｬﾈﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

青北 稔 銀行･代理店ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 

長瀬 浩章 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 審議役 

小坂 俊雄 保険ｲﾝﾌﾗ事業部 事業部長 同左 

木下 博昭 

保険ｲﾝﾌﾗ事業部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 経営企画部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

保険ｲﾝﾌﾗ事業部 担当部長 

五十嵐 賢一 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 事業部長代理 

清岡 陽 資産運用ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 

原嶌 努 年金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 

渋谷 英久 
企業年金ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 出向 

兼 年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 審議役 
年金ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 

竹下 美由紀 企業保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 
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氏 名 新 現 

加藤 直之 共済保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 審議役 同左 

平田 元 

共済保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 審議役 

兼 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 保険ｲﾝﾌﾗ事業部 審議役 

共済保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 審議役 

兼 保険ｲﾝﾌﾗ事業部 審議役 

山中 裕介 

共済保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 経営企画部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

共済保険ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 担当部長 

安達 秀樹 共済ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 

松島 英樹 基盤ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 

伊丹 康雄 

ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

兼 経営企画部 上席ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 

ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業部 担当部長 

岩城 真司 ｼｽﾃﾑ運用事業部 事業部長 同左 

飛松 宏実 事務ｻｰﾋﾞｽ事業部 事業部長 同左 

前更 雅一 ﾍﾙｽｹｱ保険事業企画部 部長 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 部長 

谷川 雅彦 ﾍﾙｽｹｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部 部長 同左 

高田 宗一 ﾍﾙｽｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 事業部長 同左 

西村 寿晃 経営企画部 部長 同左 

輿石 尚志 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ部 部長 （日本生命保険相互会社） 

門乢 秀樹 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ部 審議役 
開発競争力革新部 担当部長 

兼 経営企画部 担当部長 

立岡 聡 ｽﾏｰﾄﾜｰｸ推進部 部長 同左 

品川 輝 
開発競争力革新部 部長 

兼 NISSAY IT ｱｶﾃﾞﾐｰ 部長 
NISSAY IT ｱｶﾃﾞﾐｰ 部長 

松井 純之 法務･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部 部長 同左 

熊倉 祐輔 財務・経理部 部長 （日本生命保険相互会社） 

谷口 覚 監査部 部長 同左 

齊藤 一喜 監査役室 審議役 ﾍﾙｽｹｱ保険事業企画部 部長 

清水 孝浩 監査役室 室長 同左 

 

以上 


