
組織機構改編ならびに人事異動について

平成１４年２月１４日

あいおい損害保険株式会社（社長　瀨下　明）は、以下のとおり組織機構改編ならびに役員、

ライン部長の人事異動を発令しましたのでお知らせします。



１．組織機構改編

□ 平成１４年２月１日付

　　　　 ①事務・システム統合を進めるため、業務・システム本部内に統合事務移行準備室

　　　　　 を設置する。

□ 平成１４年４月１日付

　＜本社本部＞

　　　　①経営企画本部、コンプライアンス本部を解消する。

　　　　②トヨタ事業本部・商品本部・クォリティ事業本部を解消し、営業推進本部に統合する。

　　　　③営業統括部を営業推進部に名称変更し、代理店企画部、市場開発部、金融事業企画部

　　　　　を統合する。

　　　　④企業営業推進部と金融営業推進部を統合し、新たに企業・金融営業推進部を設置する。

　　　　⑤クォリティライフ商品部とクォリティライフ開発部を統合し、新たにクォリティライ

　　　　　フ事業部を設置する。

　　　　⑥社長室を解消し、社長室の事業戦略立案機能、ロス改善機能を経営企画部に一元化す

　　　　　る。

　　　　⑦社長室・構造革新グループを構造革新室に格上げし、営業革新機能を営業統括部より

　　　　　移管する。

　　　　⑧経営管理部をリスク管理部と名称変更する。

　　　　⑨人事部を人事企画部と名称変更する。

＜営業部門＞

Ⅰ．営業本部の再編

　　　　①中部営業本部から静岡営業本部を独立する。

　　　　②近畿・北陸営業本部を近畿営業本部、大阪企業営業本部、北陸営業本部に分割する。

　　　　③中国・四国営業本部を中国営業本部、四国営業本部に分割する。

Ⅱ．大都市圏で以下の地域営業推進室を新設する

　　　　①東京営業推進室（東京営業本部担当）

　　　　②中部営業推進室（中部営業本部・名古屋企業営業本部担当）

　　　　③近畿営業推進室（近畿営業本部・大阪企業営業本部担当）

Ⅲ．営業部・支店の改編、名称変更

　　　　①東京法人営業第一部と東京法人営業第二部を統合・改編し、東京法人営業部、

　　　東京開発営業部とする。

　　②名古屋支店の一部を改編し、名古屋開発営業部を新設する。

　　③横浜支店の一部を改編し、神奈川営業部を新設する。

　　④東京企業営業本部に東京企業開発営業部を新設する。

　　　　⑤神奈川中央支店を川崎支店に名称変更する。



２．役員に関する異動

【平成14年２月１５日付予定】

<取締役>

新職 現職 氏名

取締役、経営企画部担当役員付 （取締役、営業統括部長） 中村　好孝

<執行役員>

新職 現職 氏名

執行役員、九州営業本部長 （執行役員、中国四国営業本部長） 谷口　 　博

執行役員、営業統括部長　 （執行役員、九州営業本部長） 永末　裕明
執行役員、中国四国営業本部長兼広島支店長 （中国四国営業本部副本部長） 近藤　善昭

【平成14年３月３１日付予定の退任人事】

<取締役>

現職 氏名

（代表取締役副社長） 戸木田　智秀
（取締役） 中村　好孝
（取締役相談役） 福田　耕治

<執行役員>

現職 氏名

（常務執行役員） 村上　修
（常務執行役員） 三浦　孝之
（執行役員） 山崎　義章
（執行役員） 北島　徹
（執行役員） 奥井　誠次
（執行役員） 伊藤　研一
（執行役員） 道家　謙太郎

＊退任予定役員は、関連会社等の役員に就任予定。

　　なお、代表取締役副社長　戸木田　智秀は、あいおい生命保険(株）の社長、

　　取締役　中村　好孝は、同社役員に就任予定。　



【平成14年４月１日付予定】

<取締役>
新職 現職 氏名

代表取締役副社長、経営全般
（経営企画部･再保険部・国際部管掌）

（代表取締役副社長、営業推進本部長） 窪田　泰彦

代表取締役専務取締役、商品開発部担当 （代表取締役専務取締役） 安達　正雄
専務取締役 （専務取締役、人事部担当） 塹江　正志
常務取締役、損害ｻｰﾋﾞｽ業務部担当役員付 （常務取締役、商品開発部担当） 丸山　忠彦

常務取締役、ｻｰﾋﾞｽ開発部担当役員付
（常務取締役、代理店企画部・専業営業推進
部・　　　市場開発部担当）

平澤　和宏

常務取締役、経営企画部担当役員付 （常務取締役、人事部長）　 伊勢　尚一
常務取締役、業務･ｼｽﾃﾑ本部長 （取締役・業務、システム本部長） 児玉　正之

<執行役員>
新職 現職 氏名

執行役員副社長、営業推進本部長 （専務執行役員、名古屋企業営業本部長） 金子　博昌

専務執行役員、中部営業推進室担当 （専務執行役員） 川澄　昭治

専務執行役員、人事企画部担当 （あいおい生命保険(株）代表取締役社長） 森　　 義紀
常務執行役員、大阪企業営業本部長 （常務執行役員、近畿北陸営業本部副担当） 中川　俊彦
常務執行役員、九州営業本部長 （執行役員、九州営業本部長） 谷口　 　博
常務執行役員、東北営業本部長 （執行役員、北海道営業本部長） 小林　　 勝

常務執行役員、近畿営業本部長 （執行役員、商品開発部長） 應地　正彦
常務執行役員、経営企画部・構造革新室・ﾘｽｸ管理
部・　　　広報部・秘書室担当

（執行役員、経営企画部長） 鈴木　久仁

執行役員、商品開発部担当役員補佐 （執行役員） 小林　修介

執行役員、大阪企業営業本部長補佐
（執行役員、名古屋企業営業本部副担当・ﾄﾖﾀ
事業本部長補佐）

相沢　   洋

執行役員、コンプライアンス統括部長 （執行役員、社長室長） 野村　武男
執行役員、営業推進部長 (執行役員、営業統括部長） 永末　裕明

執行役員、中国営業本部長
（執行役員、中国四国営業本部長兼
広島支店長）

近藤　善昭

執行役員、企業･金融営業推進部長 （金融営業推進部長） 跡部　浩一
執行役員、損害ｻｰﾋﾞｽ業務部長 （損害ｻｰﾋﾞｽ業務部長） 松田　   馨
執行役員、北陸営業本部長 （大阪自動車営業第一部長） 相澤　崇夫
執行役員、経営企画部担当役員付 （社長室担当部長） 山下　弘生
執行役員、人事企画部長 （千葉支店長） 古川　俊男
執行役員、静岡営業本部長 （茨城支店長） 関　　 正雄
執行役員、北海道営業本部長 （東京企業営業第一部長） 桃井　直達
執行役員、中部営業本部担当 （名古屋自動車営業第一部長） 長崎　保和
執行役員、甲信越営業本部長 （千葉営業本部副本部長） 松本　  勉
執行役員、東京自動車営業第一部長
首都圏ﾃﾞｨｰﾗｰ営業本部長補佐

（東北営業本部副本部長） 北爪　茂紀

執行役員、四国営業本部長 (神奈川営業本部副本部長） 戸田　憲治
執行役員、名古屋企業営業本部担当 （東京企業営業本部副本部長） 中村　仁義

＊新職記載の担当は　今回新たに　嘱任されたもの。また、現職記載の担当は、今回解職されたものであり、

　　記載のない担当は　現行通り。



№１

役　　員　　名 担　　　当　　　部　　　室　　　店

栗　岡　取締役会長

福　田　取締役相談役

瀨　下　取締役社長

　　　　　（代表取締役）

戸木田　取締役副社長 （嘱　経営企画本部長）

　　　　　（代表取締役） 経営企画部、社長室、経営管理部、広報部、秘書室、

ＩＴ戦略部、検査部、金融資産監査室

　 窪　田　取締役副社長 （嘱　営業推進本部長、クォリティライフ事業本部長）

　　　　　（代表取締役） 営業統括部、モーター営業推進部、ディーラー営業推進部、

金融営業推進部、金融事業企画部、ｸｫﾘﾃｨﾗｲﾌ開発部、ｸｫﾘﾃｨﾗｲﾌ商品部

植　野　専務取締役 （嘱　東京営業本部長、営業推進本部副本部長）

　　　　　（代表取締役） 首都圏各営業本部管掌

安　達　専務取締役 （嘱　トヨタ事業本部長、営業推進本部副本部長、ｸｫﾘﾃｨﾗｲﾌ事業本部副本部長）

　　　　　（代表取締役） ﾄﾖﾀ事業部、販売店営業推進部、企業営業推進部、サービス開発部

木　下　専務取締役 （嘱　財務本部長）

財務統括部、投資運用部、投融資部、財務管理部

塹　江　専務取締役 （嘱　コンプライアンス本部長）

コンプライアンス統括部、法務部、お客様サービス部、代理店制度業務部、

人事部、損害サービス業務部

丸　山　常務取締役 （嘱　商品本部長）

商品開発部

平　澤　常務取締役 代理店企画部、専業営業推進部、市場開発部

木　村　常務取締役 国際部、再保険部

伊　勢　常務取締役 ＜副担当＞人事部

（嘱　人事部長）

鷲　尾　常務取締役 経理部、総務部、不動産部

中　村　取締役 ＜担当役員補佐＞経営企画部

児　玉　取締役 （嘱　業務・システム本部長）

統合事務移行準備室、業務統括部、システム推進部、システム開発部、

システム管理部

2　0　0　1　年　度　　役　員　担　当　一　覧

（2002年２月15日以降実施）



№２

役　　員　　名 担　　　当　　　部　　　室　　　店

川　澄　専務執行役員 （嘱　中部営業本部長）

金　子　専務執行役員 （嘱　名古屋企業営業本部長）

村　上　常務執行役員 （嘱　東北営業本部長）

佐　藤　常務執行役員 （嘱　埼玉営業本部長）

村　杉　常務執行役員 （嘱　首都圏ディーラー営業本部長）

三　浦　常務執行役員 （嘱　近畿・北陸営業本部長）

志　岐　常務執行役員 （嘱　東京企業営業本部長）

中　川　常務執行役員 ＜副担当＞近畿・北陸営業本部

山　崎　執行役員 国際部担当役員付

斎　藤　執行役員 ＜本部長補佐＞財務本部

（嘱　財務統括部長）

谷　口　執行役員 （嘱　九州営業本部長）

小林（勝）　執行役員 （嘱　北海道営業本部長）

北　島　執行役員 ＜本部長補佐＞業務・システム本部

奥　井　執行役員 （嘱　甲信越営業本部長）

應　地　執行役員 ＜本部長補佐＞商品本部

（嘱　商品開発部長）

伊　藤　執行役員 ＜副担当＞損害サービス業務部

村　山　執行役員 ＜本部長補佐＞業務・システム本部

河　田　執行役員 （嘱　神奈川営業本部長）

佐々木　執行役員 （嘱　千葉営業本部長）

道　家　執行役員 （嘱　首都圏ディーラー営業本部副本部長、東京自動車営業第一部長）

依　藤　執行役員 ＜本部長補佐＞トヨタ事業本部

（嘱　トヨタ事業部長）

小林（修）　執行役員 ＜担当役員補佐＞サービス開発部

（嘱　サービス開発部長）

須　藤　執行役員 （嘱　北関東営業本部長）

相　沢　執行役員 ＜副担当＞名古屋企業営業本部

＜本部長補佐＞トヨタ事業本部

鈴　木　執行役員 ＜本部長補佐＞経営企画本部

（嘱　経営企画部長）

野　村　執行役員 ＜本部長補佐＞経営企画本部

（嘱　社長室長）

永　末　執行役員 （嘱　営業統括部長）

近　藤　執行役員 （嘱　中国・四国営業本部長、広島支店長）



№１

役　　員　　名 担　　　当　　　部　　　室　　　店

栗　岡　取締役会長

瀨　下　取締役社長

　　　　　（代表取締役）

窪　田　取締役副社長 経営全般（経営企画・再保・国際管掌）

　　　　　（代表取締役）

植　野　専務取締役 （嘱　東京営業本部長、営業推進本部副本部長）

　　　　　（代表取締役） 首都圏各営業本部管掌

安　達　専務取締役 （嘱　営業推進本部副本部長）

　　　　　（代表取締役） ﾄﾖﾀ事業部、販売店営業推進部、クォリティライフ事業部、商品開発部、

サービス開発部

木　下　専務取締役 （嘱　財務本部長）

財務統括部、投資運用部、投融資部、財務管理部

塹　江　専務取締役 コンプライアンス統括部、法務部、お客様サービス部、代理店制度業務部、

損害サービス業務部、検査部、金融資産監査室

丸　山　常務取締役 ＜担当役員補佐＞損害サービス業務部

平　澤　常務取締役 ＜担当役員補佐＞サービス開発部

木　村　常務取締役 国際部、再保険部

伊　勢　常務取締役 ＜担当役員補佐＞経営企画部

鷲　尾　常務取締役 経理部、総務部、不動産部

児　玉　常務取締役 （嘱　業務・システム本部長）

統合事務移行準備室、業務統括部、システム推進部、システム開発部、

システム管理部、IT戦略部

2　0　0　2　年　度　　役　員　担　当　一　覧

（2002年４月１日以降実施）



№２

役　　員　　名 担　　　当　　　部　　　室　　　店

金　子　執行役員副社長 （嘱　営業推進本部長）

営業推進部、専業営業推進部、モーター営業推進部、ディーラー営業推進部、

企業・金融営業推進部

川　澄　専務執行役員 （嘱　中部営業本部長、名古屋企業営業本部長）

森　専務執行役員 人事企画部

佐　藤　常務執行役員 （嘱　埼玉営業本部長）

村　杉　常務執行役員 （嘱　首都圏ディーラー営業本部長）

志　岐　常務執行役員 （嘱　東京企業営業本部長）

中　川　常務執行役員 （嘱　大阪企業営業本部長）

谷　口　常務執行役員 （嘱　九州営業本部長）

小　林　常務執行役員 （嘱　東北営業本部長）

應　地　常務執行役員 （嘱　近畿営業本部長）

鈴　木　常務執行役員 経営企画部、構造革新室、リスク管理部、広報部、秘書室、

斎　藤　執行役員 ＜本部長補佐＞財務本部

（嘱　財務統括部長）

村　山　執行役員 ＜本部長補佐＞業務・システム本部

河　田　執行役員 （嘱　神奈川営業本部長）

佐々木　執行役員 （嘱　千葉営業本部長）

依　藤　執行役員 ＜本部長補佐＞トヨタ事業本部

（嘱　トヨタ事業部長）

小林（修）　執行役員 ＜担当役員補佐＞商品開発部、サービス開発部

（嘱　サービス開発部長）

須　藤　執行役員 （嘱　北関東営業本部長）

相　沢　執行役員 ＜本部長補佐＞大阪企業営業本部

野　村　執行役員 （嘱　コンプライアンス統括部長）

永　末　執行役員 （嘱　営業推進部長）

近　藤　執行役員 （嘱　中国営業本部長）

跡　部　執行役員 （嘱　企業・金融営業推進部長）

松　田　執行役員 （嘱　損害サービス業務部長）

相　澤　執行役員 （嘱　北陸営業本部長）

山　下　執行役員 経営企画担当役員付（アライアンス担当）

古　川　執行役員 （嘱　人事企画部長）

関　執行役員 （嘱　静岡営業本部長）

桃　井　執行役員 （嘱　北海道営業本部長）

長　崎　執行役員 ＜本部長補佐＞中部営業本部

松　本　執行役員 （嘱　甲信越営業本部長）

北　爪　執行役員 ＜本部長補佐＞首都圏ディーラー営業本部

（嘱　東京自動車営業第一部長）

戸　田　執行役員 （嘱　四国営業本部長）

中　村　執行役員 ＜本部長補佐＞名古屋企業営業本部



３．ライン部長に関する異動

【平成１４年２月１日付】
新    職 現    職 氏    名

統合事務移行準備室長 業務・システム本部担当部長 黒田   敏夫

【平成１４年４月１日付予定】
新    職 現    職 氏    名

経営企画部長 社長室特命部長 金杉   恭三
構造革新室長 社長室付（出向・担当部長） 寺内   一郎
リスク管理部長 経営管理部長 曽根   松彦
専業営業推進部長 東京中央支店長 原      賢
クオリティライフ事業部長 クオリティライフ開発部長 榎本   三千雄
商品開発部長 金融事業企画部長 石井   義久
札幌支店長 企業営業推進部担当部長 諸田   亨
盛岡支店長 人事部担当部長 出口   治男
仙台支店長 東北業務部担当部長 加藤   一法
仙台自動車営業部長 ヤナセ部担当部長 高石   善久
福島支店長 神奈川中央支店長 才田   裕昭
北関東業務部長 北関東営業本部副本部長 山本   卓史
茨城支店長 茨城支店担当次長兼営業第一課長 宮沢   敏巳
茨城自動車営業部長 ディーラー営業推進部担当部長 片桐   茂
埼玉業務部長 東京業務部長 神酒   哲雄
埼玉支店長 三重支店長 上野   晋
埼玉東支店長 埼玉西支店担当次長兼狭山支社長 吉成   正夫
埼玉西支店長 埼玉東支店長 大野   隆介
千葉支店長 埼玉支店長 土屋   光弘
東葛支店長 盛岡支店長 山田   道雄
千葉東支店長 仙台支店長 木村   耕造
東京営業推進室長 東京営業本部副本部長 吉田   正臣
東京業務部長 九州業務部長 宗友   俊二
東京中央支店長 代理店企画部長 伊東   義雄
新宿支店長 東京法人営業第一部長 松下   一三
東京開発営業部長 新宿支店長 窪田   克憲
東京法人営業部長 東京法人営業第二部長 早川   佳明
神奈川業務部長 湘南支店長 加藤   民夫
神奈川営業部長 秘書室特命部長 秋山   豊
横浜支店長 山梨支店長 小川   三千夫
川崎支店長 福島支店長 小沢   純
湘南支店長 神奈川業務部長 小野寺秀久
山梨支店長 山梨支店担当次長兼営業第一課長 佐野   和人
中部業務部長 名古屋企業業務部長 稲島   光雄
静岡支店長 札幌支店長 池谷   信介
中部営業推進室長 中部業務部長 佐藤   正和
名古屋開発営業部長 専業営業推進部担当部長 松本   寿志
三河支店長 中部業務部担当部長 鯰田   勝彦
名古屋自動車営業第一部長 茨城自動車営業部長 松澤   伸明
三重支店長 名古屋支店担当次長兼開発営業課長 丹後   文雄
名古屋企業業務部長 名古屋企業業務部特命部長 井上   高宏
名古屋企業営業第二部長 国際部担当部長（ﾊﾞﾝｺｯｸ駐在員） 藤川   憲
近畿営業推進室長 近畿・北陸業務部特命部長 山下   収
滋賀支店長 長崎支店長 田上   敬文
大阪自動車営業第一部長 神戸自動車営業部長 平川   憲一
和歌山支店長 大阪自動車営業第二部担当次長兼営業第二課長 相良   康
神戸自動車営業部長 トヨタ営業部担当次長兼営業第一課長 安見   健
岡山支店長 大阪第一支店担当次長兼営業第四課長 菅      弥須夫
広島支店長 中国・四国業務部担当部長 南      辰也
九州業務部長 九州業務部特命部長 須河内清人
九州損害サービス部長 甲信越損害サービス部副部長 吉兼   義人
長崎支店長 滋賀支店長 水町   良太
東京企業開発営業部長 和歌山支店長 中村   勇二郎
東京金融法人部長 中部業務部特命部長 荻野   泰夫
東京企業営業第一部長 東京企業業務部特命部長 上村   公成
首都圏ディーラー業務部長 首都圏ディーラー営業本部本部長補佐 小泉   雅義
首都圏ﾃﾞｨｰﾗｰ損害ｻｰﾋﾞｽ部長 神奈川損害ｻｰﾋﾞｽ部副部長 市川   信五


