
 

 

 

 

 

 

 

 

２００９年２月１３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２００９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 



 

【２００９年４月１日付 組織改編について】 

 

<本社部門> 
 

① 選択と集中による本社施策の絞り込み、業務の抜本的な見直しによる生産性向上を 

図るため、 

・募集革新部、市場開発部、営業開発部を営業企画部に統合し、部内室とする。 

・金融サービス事業部を企業営業開発部に統合し、部内室とする。 

・事業戦略部を経営企画部に統合する。 

 

② 資産運用にかかる専門性の追求とリスク管理態勢の一段の強化を図るため、資産運

用統括部運用リスク管理室を分離・独立させ、リスク管理部の運用リスク管理機能

と統合し、資産運用リスク管理部を新設する。 

 

 

 以上 



【役員・ライン部長人事について】 

 

＜取締役＞ 

■２００９年４月１日付役位変更                  

新役位 旧役位 氏名 

取締役常務執行役員 取締役執行役員 大野 隆介 

取締役執行役員 代表取締役副社長執行役員 應地 正彦 

 

■２００９年４月１日付異動              （下線部は、新役位・新担当） 

新役位・新担当 旧役位・旧担当 氏名 

代表取締役副社長執行役員 

（担当）コンプライアンス統括部 

（管掌）トヨタ事業部・海外業務

部・海外営業部・お客様

サービス部・業務品質管

理部・保険金審査部 

代表取締役副社長執行役員 

（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 

安達 正雄 

代表取締役専務執行役員 

（担当）営業企画部・カスタマー

サービスセンター部 

代表取締役専務執行役員 

（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 

永末 裕明 

取締役常務執行役員 

（担当）資産運用リスク管理部・

リスク管理部・保険金審

査部・経理部 

取締役常務執行役員 

（担当）資産運用統括部・証券運用

部・融資部・不動産部・資

産運用管理部・経理部 

梅村 孝義 

取締役常務執行役員 

（担当）損害サービス業務部・お

客様サービス部・総務部 

取締役執行役員 

（担当）損害サービス業務部、医療

保険金サービス部、総務部 

大野 隆介 

取締役執行役員 

（担当）特命事項 

代表取締役副社長執行役員 

（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・地域

業務部・全国業務部 

應地 正彦 

 



＜執行役員＞ 

■２００９年３月３１日付退任                           

現職 氏名 備考 

常務執行役員 依藤 司 
株式会社安心ダイヤル 代表取締役社長就

任予定 

執行役員 相澤 洋 
株式会社あいおい保険ファイナンス 代表

取締役社長就任予定 

執行役員 秋久 至 
株式会社あいおい事務サービス 代表取締

役社長就任予定 

 

■２００９年４月１日付新任 

新役位 氏名 

執行役員 曽根 正昭 

執行役員 杉本 淳二 

執行役員 土屋 光弘 

執行役員 長島 宏司 

 

■２００９年４月１日付役位変更 

新役位 旧役位 氏名 

常務執行役員 執行役員 村上 秀雄 

常務執行役員 執行役員 松本 隆史 

 

■２００９年４月１日付異動           （下線部は、新役位・新職・新担当） 

新役位・新職・新担当 旧役位・旧職・旧担当 氏名 

常務執行役員 

（担当）販売店営業開発部 
常務執行役員 中部本部長 長﨑 保和 

常務執行役員 

（担当）トヨタ事業部 

（管掌）中部本部・名古屋企業 

本部 

常務執行役員 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 

末永 隆 

常務執行役員 証券運用部長 

(担当)資産運用統括部・融資部・

不動産部・資産運用管理部 

常務執行役員 

（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 

志田 孝夫 

常務執行役員 

（担当）再保険部・海外業務部・

海外営業部 

常務執行役員 

（担当）海外業務部・再保険部 

（担当役員補佐）海外営業部 

溝上 裕和 

常務執行役員 千葉本部長 執行役員 千葉本部長 村上 秀雄 



新職 旧職 氏名 

常務執行役員 近畿本部長 執行役員 中国本部長 松本 隆史 

執行役員 中部本部長 執行役員 甲信越本部長 松澤 伸明 

執行役員 東北本部長 執行役員 北関東本部長 伊東 義雄 

執行役員 

（担当）業務品質管理部 

（担当役員補佐）海外営業部 

執行役員 

（担当）海外営業部 
上野 統理 

執行役員 北海道本部長 執行役員 金融法人部長 後藤 泰之 

執行役員 

（担当）人事企画部 
執行役員 人事企画部長 金杉 恭三 

執行役員 甲信越本部長 四国本部長 曽根 正昭 

執行役員 中国本部長 北海道本部長 杉本 淳二 

執行役員 営業企画部長 営業企画部長 土屋 光弘 

執行役員 販売店営業開発部長 東京自動車営業第一部長 長島 宏司 

 



＜本部長、部・支店長＞ 

■２００９年４月１日付異動 

新役職 旧役職 氏名 

北関東本部長 北陸本部長 飯窪 治男 

北陸本部長 営業開発部長 寺内 一郎 

四国本部長 東京企業営業第一部長 橋本 一男 

海外業務部長 事業戦略部長 久保田 卓 

資産運用統括部長 経営企画部 経営調査室長 樋口 昌宏 

融資部長 融資部 部付スタッフ 尾頭 忠 

資産運用管理部長 
証券運用部 トヨタアセットマネジメント

株式会社出向 
伊能 重雄 

資産運用リスク管理部長 資産運用管理部長 山崎 滋 

個人商品部長 企業商品部長 大川畑 文昭

企業商品部長 企業商品部 火災引受支援グループ長 小林 信彦 

医療保険金サービス部長 
埼玉損害サービス部 火災新種サービスセ

ンター所長 
榊原 正敏 

人事企画部長 名古屋支店長 伊藤 直弘 

北海道支店長 岡山支店 営業第二課長 佐藤 俊信 

旭川支店長 大阪支店 堺支社長 高橋 則忠 

盛岡支店長 大阪自動車営業部 営業第三課長 鹿島 博康 

福島支店長 営業開発部 部付スタッフ 末野 智弘 

福島自動車営業部長 神奈川自動車営業部 営業第一課長 林 豊久 

北関東損害サービス部長 九州損害サービス部長 近多 洋史 

茨城南支店長 名古屋支店 営業第二課長 濱口 弘 

茨城自動車営業部長 名古屋自動車営業第一部 営業第一課長 大野 一輝 

埼玉北支店長 渋谷支店 世田谷支社長 磯貝 直人 

埼玉自動車営業部長 茨城自動車営業部長 牧田 純生 

千葉営業部長 東京企業営業第一部 営業第三課長 鈴木 克侍 

東葛支店長 人事企画部 人材革新グループ長 由地 敏廣 



新役職 旧役職 氏名 

千葉南支店長 横浜支店 営業第二課長 速水 直之 

東京南支店長 事業企画部 部付スタッフ 平山 郁雄 

東京西支店長 埼玉北支店長 中川 孝博 

名古屋支店長 鹿児島支店長 沖 孝夫 

三河支店長 募集革新部 部付スタッフ 小畑 邦人 

岐阜支店長 営業開発部 自動車営業開発室長 今野 裕 

京都支店長 愛媛支店長 大久保 徹 

和歌山支店長 営業企画部 部付スタッフ 美濃 義眞 

神戸支店長 佐賀支店長 磯 秀之 

神戸自動車営業部長 長崎支店 営業第二課長 吉田 純一 

中国・四国損害サービス部長 
北関東損害サービス部 つくばサービスセ

ンター所長 
小野 元之 

広島支店長 トヨタ営業部 営業第三課長 前川 浩之 

愛媛支店長 新宿支店 営業第一課長 三島 謙一 

九州損害サービス部長 
近畿損害サービス部 大阪第一サービスセ

ンター所長 
山崎 浩史 

福岡自動車営業部長 トヨタ事業部 販売店事業室長 高橋 守種 

佐賀支店長 厚木支店 営業第二課長 杉浦 正文 

宮崎支店長 埼玉支店 上尾支社長 太田 実 

鹿児島支店長 群馬支店 営業第一課長 上田 徹 

東京火災新種海上損害サービ

ス部長 
北関東損害サービス部長 四田 秋雄 

公務営業部長 業務品質管理部 部付スタッフ 近江 正敏 

広域法人部長 市場開発部長 平根 浩次 

金融法人部長 金融法人部 営業第一課長 金子 羊一 

東京企業営業第一部長 名古屋企業営業第二部長 早川 昭 

東京企業営業第四部長 宮崎支店長 川畑 博文 

名古屋企業損害サービス部長 
名古屋企業損害サービス部 企業自動車サ

ービスセンター所長 
井口 淳一 



新役職 旧役職 氏名 

名古屋企業営業第二部長 公務営業部長 北村 雅晴 

首都圏ディーラー損害サービ

ス部長 

中部自動車損害サービス部 自動車第二サ

ービスセンター所長 
河村 宣幸 

東京自動車営業第一部長 埼玉自動車営業部長 小松 良郎 

東京自動車営業第三部長 東葛支店 松戸支社長 大桃 守 

 

 

以上 


