
 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年２月２２日 

 

 

あいおい損害保険株式会社（社長 児玉 正之）は、以下のとおり 

２００８年４月１日付の組織改編および３月３１日付・４月１日付の 

役員・ライン部長人事異動を発令いたしましたのでお知らせします。

組織改編および役員・ライン部長人事異動について 



【２００８年４月１日付 組織改編について】 

 

<本社部門>  

・ 企業営業推進の強化を図るため、市場開発部からチャネル支援機能を独立させ「企業営

業開発部」を設置する。 

 

・ 運用の機動性を高めるために投資手法ベースに機能を再整理し、投資運用部と投融資部

をそれぞれ「証券運用部」「融資部」に名称変更する。 

 

・ 財務企画部を「資産運用企画部」に名称変更する。 

 

・ 財務管理部を「資産運用管理部」に名称変更する。 

 

・ 女性社員の活躍・能力発揮に向けた支援・施策推進の強化を図るために人事企画部内に

「女性活躍推進室」を新設する。 

 

<営業部門> 

・ 法人マーケット開拓機能の強化・一元化をするために、東京開発営業部と東京法人営業

部を統合し「東京法人営業部」とする。 

 

・ 渋谷・東京南地区の開拓体制を強化するため「渋谷支店」を新設する。 

 

・ 各支店と連携した地域マーケット開拓体制を強化するため、東京直営部を廃止し、地域

支店へ編入する。 

 

・ 横浜・川崎地区での一体的な開拓体制を強化するとともに効率的な営業体制を構築する

ため、横浜支店と川崎支店を統合し「横浜支店」とする。 

 

 

 以上 



【役員・ライン部長人事について】 

 

＜取締役＞ 

■２００８年４月１日付役位変更                  

新職 旧職 氏名 

取締役 代表取締役 専務取締役 須藤 滋 

 

■２００８年４月１日付異動               （下線部は、新職・新担当） 

新職 旧職 氏名 

代表取締役副社長 

（管掌）トヨタ事業部・海外業務

部・海外営業部・販売店営業開

発部・中部本部・名古屋企業本部 

代表取締役副社長 

（担当）海外業務部・海外営業部 

（管掌）トヨタ事業部・販売店営業

開発部・中部本部・名古屋企業本部 

安達 正雄 

代表取締役副社長 

（担当）コンプライアンス統括部 

（管掌）お客様サービス部・保険

金審査部・リスク管理部・業務

品質管理部・業務統括部・シス

テム統括部 

代表取締役副社長 

（担当）個人商品部・企業商品部・

システム統括部 

（管掌）再保険部 
應地 正彦 

専務取締役 

（担当）営業企画部・営業開発部 

（管掌）募集革新部・企業営業開

発部・市場開発部・金融サービ

ス事業部・カスタマーサービス

センター部 

専務取締役 営業開発部長 

（担当）募集革新部・営業企画部・

カスタマーサービスセンター部 

（管掌）市場開発部・金融サービス

事業部 

永末 裕明 

常務取締役 

（担当）企業営業開発部・金融サ

ービス事業部   

常務取締役 市場開発部長 

（担当）金融サービス事業部 

（担当役員補佐）募集革新部・営業

企画部 

中村 仁義 

取締役 

（担当）個人商品部・企業商品部

（担当役員補佐）再保険部 

取締役 業務品質管理部長 

（担当）業務統括部・お客様サービ

ス部・地域業務部・全国業務部 

石井 義久 

取締役 

（担当）特命事項 

代表取締役 専務取締役 

（担当）コンプライアンス統括部・

保険金審査部・リスク管理部 

須藤 滋 

 



＜執行役員＞ 

■２００８年３月３１日付退任                              

現職 氏名 備考 

常務役員 松本 勉 

(株)しんあいコーポレーション 執行役員

兼 (株)エージェンシーサービス 執行役

員就任予定 

常務役員 戸田 憲治 あいおい損害調査（株） 専務取締役就任予定 

常務役員 中原 周司 
（株)あいおい保険システムズ 代表取締

役社長就任予定 

 

■２００８年４月１日付新任 

新職 旧職 氏名 

常務役員 理事 後藤 泰之 

常務役員 理事 小川 三千夫 

常務役員 理事 金杉 恭三 

 

■２００８年４月１日付役位変更 

新職 旧職 氏名 

専務役員 上席常務役員 中川 俊彦 

専務役員 上席常務役員 小林 修介 

上席常務役員 常務役員 志田 孝夫 

上席常務役員 常務役員 溝上 裕和 

 

■２００８年４月１日付異動               （下線部は、新職・新担当） 

新職 旧職 氏名 

専務役員 東京企業本部長 上席常務役員 東京企業本部長 中川 俊彦 

専務役員 東京本部長 上席常務役員 東京本部長 小林 修介 

上席常務役員 

（担当）募集革新部・市場開発部・

カスタマーサービスセンター部 

上席常務役員 募集革新部長 依藤 司 

上席常務役員 販売店営業開発部長 

（担当）トヨタ事業部・販売店営

業開発部 

上席常務役員 販売店営業開発部長 

（担当）トヨタ事業部 末永 隆 



 

新職 旧職 氏名 

上席常務役員 

（担当）お客様サービス部・保険

金審査部・リスク管理部・業務

品質管理部 

常務役員 企業広報部長 

志田 孝夫 

上席常務役員 

（担当）海外業務部・再保険部 

（担当役員補佐）海外営業部 

常務役員 

（担当）再保険部 

（担当役員補佐）海外業務部・海 

外営業部・企業商品部 

溝上 裕和 

常務役員 名古屋企業本部長 常務役員 名古屋金融法人部長 

（名古屋企業本部長補佐）名古屋 

企業営業第一部・第二部・トヨ

タ営業部 

木村 和彦 

常務役員 

（担当役員補佐）個人商品部・企

業商品部・再保険部 

常務役員 

（担当役員補佐）企業商品部、個

人商品部 

曽根 松彦 

常務役員 

（担当）海外営業部 

常務役員 

（担当役員補佐）海外業務部・海

外営業部（トヨタ事業担当） 

上野 統理 

常務役員 

（担当）業務統括部・システム統

括部 

常務役員 経営企画部長 

上野 晋 

常務役員 金融法人部長 理事 金融法人部長 後藤 泰之 

常務役員 九州本部長 理事 四国本部長 小川 三千夫 

常務役員 人事企画部長 理事 人事企画部長 金杉 恭三 

 



＜部・支店長＞ 

■２００８年４月１日付異動 

新役職 旧役職 氏名 

理事 四国本部長 理事 新潟支店長 曽根 正昭 

募集革新部長 個人商品部商品企画グループ長 平根 浩次 

営業開発部長 営業開発部自動車営業開発室長 寺内 一郎 

企業営業開発部長 東京企業営業第一部長 六本木 俊美

市場開発部長 熊本支店長 堀田 俊英 

カスタマーサービスセンター部長 業務品質管理部スタッフ 仁木 正道 

海外業務部長 
海 外 営 業 部 付 Aioi Bangkok Insurance 

Company Limited 出向（CEO） 
深澤 良彦 

システム統括部長 リスク管理部長 伊藤 直巳 

理事 損害サービス業務部長 近畿損害サービス部長 安田 卓司 

医療保険金サービス部長 人事企画部企画統括グループ長 伊東 秀史 

リスク管理部長 リスク管理部スタッフ 菅田 克彦 

理事 企業広報部長 企業広報部広報室長 伊藤 巧 

経営企画部長 
経営企画部付あいおい生命保険出向（執行役

員 企画部長 兼 経理･財務部長） 
平野 幹人 

理事 業務品質管理部長 理事 業務品質管理部スタッフ 畑岡 康二郎

関東第一業務部長 中国・四国業務部長 鯰田 勝彦 

東海業務部長 関東第一業務部長 佐藤 靖 

中国・四国業務部長 東京業務部業務グループ長 藤田 哲二 

北海道損害サービス部長 
首都圏ディーラー損害サービス部横浜ベイ

サイド第一サービスセンター所長 
原田 八郎 

札幌自動車営業部長 北海道本部戦略スタッフ 小林 弘幸 

秋田支店長 販売店営業開発部スタッフ 坂東 俊郎 

山形支店長 東北本部戦略スタッフ 河村 史郎 

茨城支店長 福岡支店長 佐藤 康宏 

新都心自動車営業部長 東京自動車営業第二部長 藤沢 義彦 

新宿支店長 三河支店豊橋支社長 岩下 信彦 

渋谷支店長 鳥取支店長 河井 哲哉 



新役職 旧役職 氏名 

神奈川損害サービス部長 損害サービス業務部スタッフ 稲田 雄一 

神奈川営業部長 東京企業営業第四部営業第二課長 渡辺 晴二 

甲信越損害サービス部長 静岡損害サービス部長 北村 修 

新潟支店長 山形支店長 曽我 茂一 

長野支店長 長崎支店長 川邉 将史 

山梨支店長 甲信越本部戦略スタッフ 金井 千明 

三重支店長 企業広報部ＩＲ室長 成田 和広 

静岡損害サービス部長 静岡損害サービス部浜松サービスセンター所長 久保田 晶士

浜松支店長 北関東本部戦略スタッフ 半田 達宏 

静岡自動車営業部長 首都圏ディーラー本部戦略スタッフ 古田 章一郎

近畿損害サービス部長 京滋・北陸損害サービス部長 山城 勝 

京滋・北陸損害サービス部長 医療保険金サービス部長 来田 廣太郎

滋賀支店長 名古屋自動車営業第一部営業第二課長 吉本 英夫 

大阪自動車営業部長 札幌自動車営業部長 野口 龍彦 

奈良支店長 大阪自動車営業部営業第四課長 土口 博司 

大阪企業営業部長 名古屋企業営業第一部長 辨野 均 

金沢支店長 東京自動車営業第一部営業第一課長 平野 裕一郎

岡山支店長 東葛支店営業第二課長 土井 元信 

鳥取支店長 新宿支店長 馬場 清 

福岡支店長 大阪企業営業部長 石原 浩二 

長崎支店長 金融法人部営業第二課長 白坂 貴之 

熊本支店長 人事企画部人事グループ長 岩本 邦夫 

理事 東京企業営業第一部長 理事 茨城支店長 橋本 一男 

名古屋金融法人部長 市場開発部金融営業開発室長 勝林 成光 

名古屋企業営業第一部長 三重支店長 塩沢 裕晶 

東京自動車営業第二部長 新都心自動車営業部長 上田 芳実 

理事 横浜ベイサイド支店長 岡山支店長 藤原 敏幸 

神奈川自動車営業部長 神奈川営業部長 荒井 律 




