
 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月４日 

 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（社長 金杉 恭三）は、

以下のとおり２０１９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 

当社は、社会との共通価値を創造し、目指す社会像である 

「レジリエントでサステナブルな社会」を実現するため、 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を道しるべとし、地域の 

皆さまに貢献する活動を行ってまいります。 

主に貢献しているＳＤＧｓ目標 



Ⅰ．地域担当に関する発令（2019年4月1日付） 

新役職・新担当 現役職 氏名 

理事（担当）東京企業２ 横浜支店長 鈴木 省一 

 

Ⅱ．部長・支店長に関する発令（2019年4月1日付） 

新役職 現役職 氏名 

北海道支店長 三重支店長 神戸 忠男 

東北損害サービス第一部長 近畿損害サービス第二部長 辻川 武生 

仙台支店長 仙台支店 モーター開発課長 佐々木 祐子 

岩手支店長 北海道支店 苫小牧支社長 中島 健 

山形支店長 佐賀支店長 渡邊 達裕 

茨城南支店長 愛知北支店 愛知北モーター開発課長 野口 聡 

茨城自動車営業部長 大分支店長 川上 浩司 

群馬支店長 コンプライアンス部長 松田 謙二郎 

埼玉損害サービス部長 損害サービス業務部 第一線サポートグループ長 中村 保之 

埼玉西支店長 長野支店 長野第二支社長 廣松 さゆり 

千葉南支店長 東京北支店長 屋田 雅昭 

東京中央支店長 神奈川中央支店長 井上 清文 

東京北支店長 埼玉西支店長 河上 精二 

東京南支店長 国際業務部 担当部長 小野 智康 

東京西支店長 高松支店長 加藤 潤一 

新都心自動車営業部長 神戸自動車営業部長 右城 敬三 

東京企業営業第四部長 内部監査部長 黒木 卓士 

金融法人第二部長 名古屋企業営業第二部 営業第二課長 小島 信一 

東京企業営業第五部長 東京企業営業第三部 営業第一課長 山口 浩 

神奈川損害サービス部長 近畿損害サービス第一部 奈良サービスセンター長 草山 直也 

横浜支店長 福岡支店長 神野 真 

神奈川中央支店長 茨城南支店長 川崎 弘毅 

中部損害サービス第三部長 北海道支店長 久保 大 

愛知北支店長 東京西支店 久米川支社長 青木 勲 

岐阜支店長 千葉南支店長 丸山 隆行 

三重支店長 富山支店長 松下 守 

名古屋自動車営業第二部長 福岡支店 久留米支社長 大本 直 

岐阜自動車営業部長 新都心自動車営業部長 岡垣 裕紀 

名古屋企業営業第一部長 企業・金融営業開発部 開発グループ長 木村 聡一郎 

大阪南支店長 名古屋企業営業第一部長 後藤 和敏 

和歌山支店長 大阪支店 大阪第二支社長 藤本 昭人 

姫路支店長 群馬支店 前橋支社長 河上 直人 

近畿損害サービス第二部長 神奈川損害サービス部 横浜第一サービスセンター長 井上 治則 

神戸自動車営業部長 東京自動車営業第三部長 久保田 敏弘 

富山支店長 自動車保険部 フリート支援グループ長 石川 能章 

岡山自動車営業部長 名古屋自動車営業第一部 営業第三課長 中村 秀彦 

鳥取支店長 営業統括部 統括グループ長 中澤 龍太 

高松支店長 富山支店 富山支社長 平池 直彦 

福岡支店長 岐阜支店長 横山 和広 

佐賀支店長 鳥取支店長 原 誠行 

大分支店長 神奈川損害サービス部長 山本 泉 

鹿児島支店長 山形支店長 毛利 吉成 



新役職 現役職 氏名 

ディーラー営業開発部長 トヨタ事業部長 西津 真治 

トヨタ事業部長 トヨタ事業部 販売店事業室長 荒川 裕司 

損害サービス業務部長 埼玉損害サービス部長 佐藤 満 

商品企画部長 企業商品部長 角谷 淳志 

火災傷害保険部長 企業商品部 企業火災グループ長 北川 大輔 

新種保険部長 大阪南支店長 森脇 新也 

国際管理部長 再保険部長 福岡 藤乃 

再保険部長 国際管理部長 浅井 一秋 

運用企画部長 運用企画部 担当部長 佐藤 潤 

コンプライアンス部長 東京企業営業第四部長 世羅 憲章 

統合リスク管理部長 統合リスク管理部 総合収支グループ長 宮崎 俊弘 

経理部長 統合リスク管理部長 須藤 敦子 

経営企画部長 経営企画部 企画グループ長 川村 貴 

テレマティクス・モビリティサービ

ス事業開発部長 
経営企画部 テレマティクス事業室長 

土居崎 寿滋 

内部監査部長 経理部長 郷 英延 

全国業務部長 業務統括部 共通・料金グループ長 清水 涼子 

 



＜参考＞地域担当（2019年4月1日付） 

地 域 役 位 氏 名 

北海道 執行役員 山田 英司 

東北 専務執行役員 末野 智弘 

北関東 執行役員 金田 実 

埼玉 執行役員 一栁 若菜 

千葉 執行役員 由地 敏廣 

東京 常務執行役員 沖 孝夫 

神奈川、静岡 専務執行役員 小渕 洋一 

首都圏ディーラー 常務執行役員 町田 充幸 

東京企業１ 専務執行役員 橋本 昭彦 

東京企業２ 理事 鈴木 省一 

甲信越 執行役員 岩田 隆 

中部地区統括 代表取締役副社長執行役員 長島 宏司 

中部（リテール・ディーラー） 専務執行役員 渡辺 敏男 

中部（企業） 常務執行役員 金子 羊一 

近畿 常務執行役員 中西 功 

近畿ディーラー 執行役員 大久保 徹 

関西企業 常務執行役員 頼金 信次 

北陸 執行役員 新納 啓介 

中国 常務執行役員 鳥羽 俊夫 

四国 執行役員 吉田 修 

九州 執行役員 三島 謙一 

 

  

以 上 


