
2013年3月5日 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（社長 鈴木 久仁）は、以下のとおり２０１３年４月１日付の  

ライン部長の人事異動について決定いたしましたのでお知らせします。 

ライン部長人事に関するお知らせ 



 

Ⅰ．本部長に関する発令（2013年4月１日付） 

新役職 旧役職 氏名 

埼玉本部長 営業企画部長 渡辺 敏男 

甲信越本部長 東京中央支店長 石黒 真之 

近畿ディーラー本部長 東京自動車営業第二部長 平 純孝 

 

 

Ⅱ．部長・支店長に関する発令（2013年4月1日付） 

新役職 旧役職 氏名 

営業企画部長 仙台支店長 田村 悟 

ニッセイ事業開発部長 名古屋支店長 沖 孝夫 

地域営業推進部長 ニッセイ事業開発部長 高橋 裕 

損害サービス業務部長 損害サービス業務部  企画グループ長 来田 廣太郎 

火災新種海上保険部長 九州業務部長 緒方 由貴夫 

国際営業部長 国際営業部  担当部長 上形 栄良 

再保険部長 再保険部  再保険グループ長 新納 啓介 

運用企画部長 運用企画部  担当部長 吉岡 一哉 

市場運用部長 運用企画部  担当次長 伊藤 聡史 

業務品質向上推進部長 人事部  人財革新グループ長 一柳 若菜 

人事部長 構造革新部長 樋口 昌宏 

総務部長 再保険部長 近藤 智子 

経理部長 経理部  担当部長 郷 英延 

運用管理部長 統合リスク管理部  運用リスク管理室長 中澤 英樹 

監査役室長 総務部  企業法務室長 平田 功 

医療保険金サービス部長 東京企業損害サービス部長 佐伯 俊紀 

全国損害サービス部長 北陸損害サービス部長 久保田 浩 

東京企業業務部長 名古屋企業営業第三部長 勝林 成光 

関東第一業務部長 関東第二業務部長 伊東 秀史 

関東第二業務部長 関東第二業務部  業務グループ長 黒瀬 岩男 

九州業務部長 火災新種海上保険部  担当部長 安積 則雄 

札幌自動車営業部長 神戸自動車営業部長 吉田 純一 

北海道支店長 東京自動車営業第一部  営業第一課長 前田 隆秋 

北海道損害サービス部長 札幌自動車営業部長 小林 弘幸 

仙台支店長 島根支店長 平岡 博 

秋田支店長 
東北本部  本部長付戦略スタッフ  担当部

長 
田淵 馨 

山形支店長 大分支店長 橘川 弘 

福島支店長 茨城南支店長 濱口 弘 

茨城南支店長 茨城支店  水戸第一支社長 加川 克仁 

茨城自動車営業部長 横浜ベイサイド支店  営業第一課長 宮崎 哲夫 

群馬自動車営業部長 広島自動車営業部  営業第二課長 佐藤 裕則 

埼玉東支店長 松本支店長 不破 信行 

埼玉西支店長 東京西支店  八王子支社長 横山 功 

埼玉損害サービス部長 
東北損害サービス部  仙台第一サービスセ

ンター長 
内藤 健司 

東京中央支店長 和歌山支店長 横山 和広 

東京北支店長 松本支店  松本支社長 板倉 秀樹 



新役職 旧役職 氏名 

東京損害サービス部長 埼玉損害サービス部長 河村 宣幸 

東京火災新種損害サービス部長 
東北損害サービス部  仙台火災新種サービ

スセンター長 
宮脇 一也 

新潟支店長 埼玉西支店長 今井 敬幸 

長岡支店長 
千葉損害サービス部  千葉サービスセン

ター長 
河村 昭伸 

新潟自動車営業部長 埼玉自動車営業部  営業第二課長 金田 俊也 

松本支店長 山形支店長 伊藤 栄伯 

甲信越損害サービス部長 北海道損害サービス部長 福田 明久 

名古屋支店長 福島支店長 末野 智弘 

愛知北支店長 ニッセイ事業開発部  企画グループ長 藤本 正弥 

三河支店長 リテール営業開発部  自動車営業開発室長 一色 均 

中部損害サービス第一部長 静岡損害サービス部長 久保田 晶士 

中部損害サービス第三部長 
首都圏ディーラー損害サービス部  東京自

動車第四サービスセンター長 
山中 唯志 

沼津支店長 リテール営業開発部  専業営業開発室長 田中 忠之 

静岡損害サービス部長 
静岡損害サービス部  浜松第一サービスセ

ンター長 
又吉 保夫 

大阪支店長 営業企画部  企画グループ長 白坂 貴之 

大阪南支店長 長岡支店長 神野 真 

奈良支店長 名古屋自動車営業第一部  営業第一課長 稲田 和幸 

和歌山支店長 旭川支店  旭川第一支社長 五十嵐 義之 

近畿損害サービス第一部長 中部損害サービス第二部長 吉原 善尚 

近畿損害サービス第三部長 
近畿損害サービス第一部  堺サービスセ

ンター長 
衣笠 一郎 

北陸損害サービス部長 九州損害サービス部  担当次長 杉本 浩二 

岡山支店長 東京北支店長 根本 宏之 

島根支店長 湘南支店  藤沢支社長 竹川 康弘 

高知支店長 新潟支店  新潟第一支社長 谷口 雅康 

福岡企業営業部長 東京企業営業第四部  営業第三課長 藤永 茂 

大分支店長 群馬自動車営業部長 松永 正道 

九州損害サービス第二部長 
九州損害サービス部  北九州第一サービス

センター長 
酒匂 晃 

東京自動車営業第二部長 茨城自動車営業部長 大野 一輝 

神奈川自動車営業部長 福岡自動車営業部  営業第一課長 菊地 敬 

名古屋自動車営業第二部長 北海道支店長 佐藤 俊信 

神戸自動車営業部長 奈良支店長 土口 博司 

東京企業営業第三部長 名古屋企業営業第一部長 塩沢 裕晶 

金融法人第二部長 企業・金融営業推進部  金融営業開発室長 小澤 祐介 

東京企業損害サービス部長 
千葉損害サービス部  千葉火災新種サービ

スセンター長 
笠原 康弘 

東京企業営業第六部長 
日本生命保険相互会社 

総合法人第九部長 
頼金 信次 

公務部長 業務品質向上推進部長 吉田 修 

広域法人開発部長 企業・金融営業推進部  担当次長 加藤 晶也 

航空・宇宙産業部長 東京企業営業第六部  担当部長 金原 英史 

船舶営業部長 関西企業営業第二部  営業第二課長 伊藤 博和 



新役職 旧役職 氏名 

名古屋企業営業第一部長 国際営業部長 鈴木 誠 

名古屋企業営業第二部長 
コンタクトセンター事業部  大阪カスタ

マーセンター長 
中江 則夫 

名古屋企業営業第三部長 東京企業営業第一部  営業第一課長 後藤 和敏 

中部損害サービス第二部長 
千葉損害サービス部  船橋サービスセン

ター長 
桂川 祥 

関西金融公務部長 福岡企業営業部長 鈴木 省一 

神戸企業営業部長 
東京企業第二本部  本部長付戦略スタッフ  

担当部長 
山広 俊生 

近畿損害サービス第二部長 
近畿損害サービス第一部  京都第一サービ

スセンター長 
小堀 俊夫 

 

 

 

 

＜ご参考＞地域本部長体制（2013年4月1日付） 

地域本部 役 職 氏 名 

北海道 執行役員 伊藤 直弘 

東北 常務執行役員 曽根 正昭 

北関東 執行役員 寺内 一郎 

埼玉 理事 渡辺 敏男 

千葉 理事 土方 克浩 

東京 常務執行役員 小川 三千夫 

神奈川 常務執行役員 石川 均 

甲信越 理事 石黒 真之 

静岡 執行役員 渋谷 一秀 

中部 執行役員 吉田 靖之 

近畿 常務執行役員 大関 一嘉 

北陸 執行役員 黒田 昌浩 

中国 執行役員 杉山 浩一 

四国 執行役員 山名 学 

九州 執行役員 六本木 俊美 

東京企業第一 専務執行役員 中川 俊彦 

東京企業第二 執行役員 永見 泰宏 

名古屋企業 執行役員 小林 正一 

関西企業 執行役員 福野 義一 

首都圏ディーラー 常務執行役員 長島 宏司 

東海ディーラー 理事 小松 良郎 

近畿ディーラー 理事 平 純孝 

 

  

以 上 


