
 

 

 

役員の異動および組織改編に関するお知らせ 

２０２２年２月２８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（代表取締役社長：  
金杉 恭三）は、以下のとおり２０２２年３月３１日付・４月１日付の役員の人事異動および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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿 1-28-1 

www.aioinissaydowa.co.jp 

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。 



Ⅰ．役員の異動 

１． 代表取締役の異動 

（１）退任（2022年 3月 31日付） 

氏名 現役職 

石川 均 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）コンプライアンス部 

（担当）人事部、内部監査部、 

業務品質向上推進部 

 

（２）役職位・担当変更（2022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 

樋口 昌宏 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）トヨタ事業部、グローバル事業 

推進部、商品・CSV×DX 企画部、 

自動車保険部、火災傷害保険部、 

新種保険部、再保険部 

（担当）中部地区統括 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）トヨタ事業部、グローバル事業 

推進部 

（担当）中部地区統括 

赤林 富二 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）運用企画部、投融資部、不動産部、 

日本生命業務提携推進 

（担当）企業・金融営業開発部、 

企業保険契約事務部 

（担当役員補佐） 

ニッセイ事業開発部（RM 協業領域） 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）企業・金融営業開発部 

（担当）運用企画部、投融資部、不動産部 

高橋 裕 

代表取締役副社長執行役員 

（管掌）営業統括部 

（担当）首都圏地区統括、 

首都圏ディーラー、 

ディーラー営業開発部 

代表取締役副社長執行役員 

（担当）営業統括部、 

ディーラー営業開発部、 

コンタクトセンター事業部、 

ニッセイ事業開発部、日本生命 

業務提携推進、神奈川、静岡 

 

２．取締役の異動 

（１）新任（2022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 

吉田 修 

取締役常務執行役員 

（担当）人事部、内部監査部、 

コンプライアンス部 

常務執行役員 

（担当）業務統括部、全国業務部、 

TS 事務部、業務プロセス改革部、 

デジタル変革プロジェクト 

白井 祐介 

取締役常務執行役員 

（担当）経営企画部、広報部、内部監査部、 

業務品質向上推進部、 

データビジネスプロジェクト 

常務執行役員 

（担当）東京企業１ 

旭 正道 

取締役常務執行役員 

（担当）ＩＴ統括部、 

プラットフォームプロジェクト 

執行役員 

（委嘱）IT 統括部長 

 



（２）退任（2022年 3月 31日付） 

氏名 現役職 

田村 悟 

取締役専務執行役員 

（担当）IT 統括部、 

プラットフォームプロジェクト 

 

※MS＆AD インシュアランス 

グループホールディングス㈱  

専務執行役員就任予定 

北原 道夫 

取締役常務執行役員 

（担当）国際管理部、統合リスク管理部、 

総務部、コンプライアンス部 

 

（３）役職位・担当変更（2022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 

遠藤 隆興 

取締役（非常勤） 

（担当役員補佐）損害サービス業務部 

 

※MS＆AD インシュアランスグループ 

ホールディングス㈱取締役、 

 あいおいニッセイ同和損害調査㈱ 

代表取締役社長就任予定 

取締役専務執行役員 

（担当）経営企画部、広報部、内部監査部、 

データビジネスプロジェクト 

一栁 若菜 

取締役専務執行役員 

（担当）損害サービス業務部、あんしん 

２４損害サービス部、あんしん 

サポート損害サービス第一部、 

あんしんサポート損害サービス 

第二部 

（担当役員補佐）業務統括部、 

業務プロセス改革部、 

デジタル変革プロジェクト 

取締役常務執行役員 

（担当）損害サービス業務部、あんしん 

２４損害サービス部、あんしん 

サポート損害サービス第一部 

 

３．執行役員の異動 

（１）新任（2022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 

山本 泉 
執行役員 

（担当）埼玉 

理事 

（担当）埼玉 

高橋 浩一 
執行役員 

（委嘱）損害サービス業務部長 

理事 

損害サービス業務部長 

郷 英延 
執行役員 

（担当）経理部、業務品質向上推進部 

理事 

内部監査部長 

加藤 真 
執行役員 

（担当）関西企業、近畿ディーラー 

理事 

企業・金融営業開発部長 

宮田 慶一 

執行役員 

（担当）国際管理部、統合リスク管理部、 

総務部 

理事 

企業・金融営業開発部 部付スタッフ 



田中 忠之 
執行役員 

（担当）千葉 

理事 

（担当）千葉 

古谷 泰一 

執行役員 

（担当）グローバル事業推進部、 

特命（海外テレマティクス・ 

モビリティサービス戦略） 

理事 

担当役員付 役員付スタッフ 

世羅 憲章 
執行役員 

（委嘱）営業統括部長 

理事 

コンプライアンス部長 

荒川 裕司 

執行役員 

（担当）商品・CSV×DX 企画部、 

自動車保険部、火災傷害保険部、 

新種保険部、再保険部 

理事 

商品企画部長 

南波 靖一朗 
執行役員 

（担当）北陸 

理事 

マーケット開発部長 

 

（２）退任（2022年 3月 31日付） 

氏名 現役職 

頼金 信次 
常務執行役員 

（担当）関西企業、近畿ディーラー 

町田 充幸 
常務執行役員 

（担当）首都圏ディーラー 

松井 秀司 

常務執行役員 

（担当）グローバル事業推進部、特命 

（海外テレマティクス・ 

モビリティサービス戦略） 

森 正邦 

常務執行役員 

（担当）経理部、業務品質向上推進部 

 

※当社顧問就任予定 

長澤 清 

執行役員 

（担当）北海道 

 

※三井住友海上あいおい生命保険㈱ 

専務執行役員就任予定 

 

（３）役職位・担当変更（2022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 

金田 実 

専務執行役員 

（担当）マーケット開発部、専業営業 

開発部、モーター営業開発部、 

地方創生プロジェクト 

（担当役員補佐） 

ニッセイ事業開発部（TS 領域） 

常務執行役員 

（担当）マーケット開発部、専業営業 

開発部、モーター営業開発部、 

地方創生プロジェクト 

山田 英司 

専務執行役員 

（担当）中部企業、中部ディーラー 

常務執行役員 

（担当）中部企業、中部ディーラー 



山口 充 

専務執行役員 

（担当）トヨタ事業部、テレマティクス・ 

モビリティサービス事業開発部、 

テレマティクス・モビリティ 

サービスプロジェクト 

（担当役員補佐）グローバル事業推進部 

常務執行役員 

（担当）トヨタ事業部、テレマティクス・ 

モビリティサービス事業開発部、 

テレマティクス・モビリティ 

サービスプロジェクト 

（担当役員補佐）グローバル事業推進部 

戸田 成俊 

専務執行役員 

（担当）神奈川、静岡 

常務執行役員 

（担当）東京 

三島 謙一 

常務執行役員 

（担当）北関東 

執行役員 

（担当）北関東 

鈴木 省一 

常務執行役員 

（担当）東京 

執行役員 

（担当）東京企業２ 

沼田 俊彦 

常務執行役員 

（担当）東京企業２ 

執行役員 

（担当）四国 

髙橋 芳一 

常務執行役員 

（担当）営業統括部、コンタクトセンター 

事業部、ニッセイ事業開発部、 

日本生命業務提携推進 

執行役員 

（委嘱）営業統括部長 

石原 正幸 

常務執行役員 

（担当役員補佐）地方創生プロジェクト 

執行役員 

（担当）北陸 

伊達 聖子 

執行役員 

（担当）業務統括部、全国・ＴＳ事務部、 

業務プロセス改革部、 

デジタル変革プロジェクト 

執行役員 

（委嘱）横浜支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．組織改編（2022年 4月 1日付） 

・営損第一線は新たな営業・損害サービス態勢への変革を加速。生産性向上を図りつつお客さまからの支持

を拡大し、マーケットで勝ち続ける態勢を構築。 

・本社は効率化及び第一線への支援態勢強化を図るとともに、次期中計戦略を支える態勢を整備。 

 

１．第一線（営業・損害サービス）部門 

①リテール・ディーラー部支店統合によるチャネルミックス加速 

 ・福島支店と福島自動車営業部を統合(名称：福島支店) 

 ・岐阜支店と岐阜自動車営業部を統合※（名称：岐阜支店） 

  ※岐阜自動車営業部営業第二課は名古屋企業営業第一部へ移管 

②1県複数支店の統合による地域マーケットへの対応力強化 

 ・茨城支店と茨城南支店を統合（名称：茨城支店） 

 ・埼玉西支店と埼玉北支店を統合(名称：埼玉西北支店) 

 ・神奈川中央支店と湘南支店を統合（名称：神奈川支店） 

 ・静岡支店と沼津支店を統合（名称：静岡支店） 

 ・新潟支店と長岡支店を統合（名称：新潟支店） 

③ディーラー専管部統合によるマーケットへの対応力強化 

 ・東京自動車営業第一部と東京自動車営業第二部を統合（名称：東京自動車営業部) 

  ・大阪自動車営業第一部と大阪自動車営業第二部を統合（名称：大阪自動車営業部） 

④機能別の損害サービス組織への変革 

 ・「あんしんサポート損害サービス第二部」を新設。定型種目対応ＳＣ※を集約 

  ※車両単独を担当する車両第一～第三ＳＣ、傷害・携行品を対応する傷害第一～第四ＳＣ 

⑤損害サービスにおける自動車・火災新種の融合加速 

 ・東京損害サービス部と東京火災新種損害サービス部を統合（名称：東京損害サービス部） 

 ・埼玉損害サービス部と関信越火災新種損害サービス部を統合（名称：埼玉損害サービス部） 

 

２．本社 

・社会との共通価値創造に向けた当社商品・サービス戦略「CSV×DX」の推進態勢強化に向け、商品企画

部の名称を「商品・ＣＳＶ×ＤＸ企画部」へ変更 

 ・営業事務の業務効率化と機能強化を目的に全国業務部とＴＳ事務部を統合し、「全国・ＴＳ事務部」を

設置 

以上 



 

 

 

＜参考資料＞組織体制図（2022 年 4 月 1 日付） 

 


