
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年2月28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２０１１年２月２８

日付・３月１日付・３月３１日付・４月１日付の役員・ライン部長人事異動および４月１日付の組織

改編について決定いたしましたのでお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員・ライン部長人事および組織改編に関するお知らせ 



 
Ⅰ．代表取締役の異動 

該当事項はありません 
 
 
Ⅱ．その他の役員の異動 

１．取締役の異動 

（１）退任（2011年3月31日付） 

氏名 現役職 備考 
上野 晋 取締役執行役員 常務執行役員に就任予定 

 
（２）役職位・担当変更（2011年4月1日付）（下線部は新役職・新担当等） 

氏名 新役職・新担当等 現役職・現担当等 

米田 正典 取締役副社長執行役員 
（担当）人事部、総務部 

取締役副社長執行役員 
（委嘱）業務品質本部長 
（担当）業務品質向上推進部、コンプライアン

ス部、保険金審査部 
（管掌）損害サービス業務部門、 

人事・総務部門、広報・経営企画部門 

松久保 孝司 取締役専務執行役員 
（担当）特命事項 

取締役専務執行役員 
（委嘱）営業開発本部企業・金融営業開発本部

長 
（担当）企業営業開発部、金融営業開発部 

小谷 重夫 取締役専務執行役員 
（担当）特命事項 

取締役専務執行役員 
（委嘱）営業開発本部ニッセイ事業開発本部長 
（担当）ニッセイ事業開発部 

 
 
２． 監査役の異動 

該当事項はありません 
 
 
３． 執行役員の異動 

（１）新任執行役員（2011年3月1日付）（下線部は新役職） 

氏名 新役職 現役職 
畑岡 康二郎 執行役員 理事 損害サービス業務部付 

 
（２）新任執行役員（2011年4月1日付）（下線部は新役職） 

氏名 新役職 現役職 
上野 晋 常務執行役員 取締役執行役員 
吉野 二良 執行役員 理事 千葉本部長 
伊藤 直巳 執行役員 ＩＴ統括部長 
永見 泰宏 執行役員 東京企業営業第一部長 

 



（３）退任（2011年3月31日付） 

氏名 現役職 備考 
小林 修介 専務執行役員  
大村 善博 常務執行役員 当社顧問委嘱予定 
白築 敏一 常務執行役員 あいおいニッセイ同和損保あんしん２４（株） 取締役社長就任予定 
松澤 伸明 常務執行役員 （株）安心ダイヤル 専務取締役就任予定 
藤本 一之 常務執行役員  
河村 順 執行役員 あいおい生命保険（株） 常務執行役員就任予定 
橋本 一男 執行役員 あいおい生命保険（株） 常務執行役員就任予定 

 
（４）役職位・担当変更（2011年3月1日付）（下線部は新役職・新担当等） 

氏名 新役職・新担当等 現役職・現担当等 

藤本 一之 常務執行役員 
（担当）特命事項 

常務執行役員 
（担当）損害サービス業務部 

畑岡 康二郎 執行役員 
（担当）損害サービス業務部 理事 損害サービス業務部付 

 
（５）役職位・担当変更（2011年4月1日付）（下線部は新役職・新担当等） 

氏名 新役職・新担当等 現役職・現担当等 

溝上 裕和 専務執行役員 
（担当）国際業務部、国際営業部、再保険部 

常務執行役員 
（担当）国際業務部、国際営業部、再保険部 

木下 宏 専務執行役員 
（委嘱）近畿本部長 

常務執行役員 
（委嘱）近畿本部長 

早川 佳明 常務執行役員 
（委嘱）東京本部長 

常務執行役員 
（委嘱）埼玉本部長 

井上 重幸 

常務執行役員 
（委嘱）営業開発本部 ニッセイ事業開発本部長

兼企業・金融営業開発本部長 
（担当）企業営業開発部、金融営業開発部、 

ニッセイ事業開発部 

常務執行役員 
（委嘱）東京企業第二本部長 

上野 晋 常務執行役員 
（委嘱）中部本部長 

取締役執行役員 
（担当）業務統括部、ＩＴ統括部、 

[地域]業務部、全国業務部、 
契約事務部、ＴＳ業務部 

柳川 南平 

常務執行役員 
（委嘱）商品本部副本部長 
（担当）火災新種海上保険部、傷害長期保険部、

航空・宇宙保険[商品業務・再保険] 

執行役員 
（委嘱）商品本部副本部長 
（担当）火災新種保険部、傷害長期保険部、 

海上保険部、航空・宇宙保険[商品業

務・再保険] 
（担当役員補佐）業務統括部、ＩＴ統括部、 

[地域]業務部、全国業務部、 
契約事務部、ＴＳ業務部 

金杉 恭三 常務執行役員 
（担当）構造革新部 

執行役員 
（担当）人事部、総務部 

土屋 光弘 

常務執行役員 
（委嘱）営業企画部長 
（本部長補佐）営業開発本部リテール営業開発

本部 

執行役員 
（委嘱）営業企画部長 
（本部長補佐）営業開発本部リテール営業開発

本部 
 



氏名 新役職・新担当等 現役職・現担当等 

亀田 修造 

執行役員 
（委嘱）営業開発本部ディーラー営業開発本部

長、トヨタ事業部長 
（担当）ディーラー営業開発部、トヨタ事業部 

執行役員 
（委嘱）トヨタ事業部長 
（担当）トヨタ事業部 

大関 一嘉 執行役員 
（委嘱）静岡本部長 

執行役員 
（本部長補佐）営業開発本部 

長島 宏司 執行役員 
（委嘱）首都圏ディーラー本部長 

執行役員 
（委嘱）営業開発本部ディーラー営業開発本部

長 
（担当）ディーラー営業開発部 

石川 均 

執行役員 
（委嘱）業務品質本部長 
（担当）業務品質向上推進部、コンプライアン

ス部 

執行役員 
（担当役員補佐）人事部、総務部 

杉山 浩一 
執行役員 
（委嘱）営業開発本部リテール営業開発本部長 
（担当）リテール営業開発部 

執行役員 
（委嘱）リテール営業開発部長 

吉野 二良 執行役員 
（委嘱）千葉本部長 理事 千葉本部長 

伊藤 直巳 
執行役員 
（担当）業務統括部、IT統括部、[地域]業務部、

全国業務部、契約事務部、TS業務部 
ＩＴ統括部長 

永見 泰宏 執行役員 
（委嘱）東京企業第二本部長 東京企業営業第一部長 

 
 
Ⅲ．本部長に関する発令（2011年4月1日付） 

新役職 旧役職 氏名 

北海道本部長 企業営業開発部 特命部長 六本木 俊美 

北関東本部長 北陸本部長 寺内 一郎 

埼玉本部長 経営企画部長 平野 幹人 

北陸本部長 群馬支店長 吉田 靖之 

東京企業第三本部長 公務部長 國松 裕基 

 

 

Ⅳ．部長・支店長に関する発令（2011年2月28日付） 

新役職 旧役職 氏名 

甲信越損害サービス部長 
埼玉損害サービス部  

さいたま第一サービスセンター長 
石塚 克美 

首都圏火災新種損害サービス部長 

兼 東京火災新種損害サービス部長 
首都圏火災新種損害サービス部長 四田 秋雄 

 

 

Ⅴ．部長・支店長に関する発令（2011年4月1日付） 

新役職 旧役職 氏名 

リテール営業開発部長 神奈川中央支店長 坂田 貴彦 

事業企画部長 事業企画部 提携業務グループ長 景山 晃 

ＩＴ統括部長 ＩＴ統括部 共同開発グループ長 竹内 平 



新役職 旧役職 氏名 

国際営業部長 トヨタ営業部長 鈴木 誠 

運用企画部長 運用企画部 特命部長 大関 洋 

経営企画部長 経営企画部 企画グループ長 小渕 洋一 

構造革新部長 運用企画部長 樋口 昌宏 

監査役室長 商品企画部 特命部長 村上 巖 

仙台支店長 経営企画部 部付スタッフ 田村 悟 

仙台自動車営業部長 東京自動車営業第二部 営業第三課長 小笠原 玄 

仙台企業営業部長 関西企業本部 本部長付戦略スタッフ 光野 尚 

岩手支店長 東京企業営業第二部 営業第三課長 小谷 秀之 

山形支店長 大阪南支店 堺第一支社長 伊藤 栄伯 

茨城支店長 営業企画部 企画推進グループ長 清水 好生 

群馬支店長 東京西支店長 中川 孝博 

埼玉損害サービス部長 首都圏ディーラー損害サービス部長 河村 宣幸 

関東第一業務部長 中国・四国業務部長 藤田 哲二 

埼玉支店長 リテール営業開発部 部付スタッフ 田中 淳 

埼玉北支店長 浅草支店 足立第二支社長 須藤 誠 

千葉支店長 リテール営業開発部 部付スタッフ 東堂 毅彦 

東京損害サービス部長 埼玉損害サービス部長 村上 剛 

東京業務部長 
東京業務部  

首都圏ディーラー指導グループ長 
藤巻 尚広 

東京中央支店長 埼玉支店長 石黒 真之 

東京東支店長 東京東支店 葛飾支社長 坂本 亮一 

東京西支店長 千葉支店長 井上 英則 

横浜支店長 リテール営業開発部 部付スタッフ 中西 功 

神奈川中央支店長 徳島支店長 戸澤 靖 

新潟支店長 長野支店 副支店長 廣田 範一 

三河支店長 名古屋企業営業第一部 レッドバロン室長 山口 啓輔 

三重支店長 福岡企業営業部 営業第一課長 柳沢 明宏 

和歌山支店長 東京企業営業第三部 営業第一課長 横山 和広 

中国・四国業務部長 火災新種保険部 特命部長 小林 信彦 

広島支店長 経営企画部（あいおい生命保険（株）出向） 池田 淳 

岡山自動車営業部長 青森支店 八戸第一支社長 山川 圭一 

徳島支店長 神奈川自動車営業部 営業第一課長 西津 真治 

首都圏ディーラー損害サービス部長 損害サービス業務部 部付スタッフ 石橋 昌祐 

京滋自動車営業部長 大阪自動車営業第一部 営業第一課長 安藤 直之 

東京火災新種損害サービス部長 中部火災新種損害サービス部長 多田 秀司 

東京企業営業第一部長 自動車保険部 特命部長 橋本 昭彦 

東京企業営業第八部長 三重支店長 成田 和広 

公務部長 業務統括部 特命部長 村上 文彦 

中部火災新種損害サービス部長 
中部火災新種損害サービス部 

名古屋企業火災新種サービスセンター長 
永田 哲夫 

トヨタ営業部長 

国際営業部付 

Aioi Nissay Dowa Insurance Management Limited出向 

(Deputy CEO) 

深澤 良彦 

 
 
 



Ⅵ．組織改編（2011年4月1日付） 

 

<本社部門> 

 

 ・火災・新種保険商品と海上保険商品のトータル提案に向けた連携強化を図る観点から、火災新種保険部に海

上保険部を統合し、「火災新種海上保険部」とする。 

 

 ・関連性が高い業務を集約し効率化を図る観点から、保険金審査部を業務品質向上推進部に統合する。 

 

 ・経営上の重点課題に迅速に対応する観点から、「構造革新部」を新設する。 

 

 

<営業部門> 

 

 ・川崎支店のテリトリー見直しに伴い、川崎支店を「神奈川東支店」に名称変更する。 

 

 

 



＜参考＞地域本部長体制（2011年4月1日付） 

地域本部 役 職 氏 名 

北海道 理事 六本木 俊美 

東北 執行役員 小川 三千夫 

北関東 理事 寺内 一郎 

埼玉 理事 平野 幹人 

千葉 執行役員 吉野 二良 

東京 常務執行役員 早川 佳明 

神奈川 常務執行役員 下崎 一生 

甲信越 執行役員 曽根 正昭 

静岡 執行役員 大関 一嘉 

中部 常務執行役員 上野 晋 

近畿 専務執行役員 木下 宏 

北陸 理事 吉田 靖之 

中国 執行役員 杉本 淳二 

四国 理事 照屋 勝久 

九州 理事 斉田 雄三 

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 

東京企業第三 理事 國松  裕基 

名古屋企業 執行役員 木村 和彦 

関西企業 常務執行役員 小方 申陽 

首都圏ディーラー 執行役員 長島 宏司 

東海ディーラー 常務執行役員 末永 隆 

近畿ディーラー 理事 藤沢 義彦 

 

 

 以上 

 


