
 

 

 

 

ライン部長人事に関するお知らせ 

２０２３年３月２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：新納 啓介）
は、以下のとおり２０２３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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 

www.aioinissaydowa.co.jp 

あいおいニッセイ同和損保は、「CSV×DXを通じて、お客さま・地域・社会の未来を支えつづける」 

ことを目指しています。最先端・独自の技術やデジタル・データの活用、特色あるパートナーとの 

協業により、お客さま・地域・社会が真に求める新たな価値を提供していきます。また、国内外の 

あらゆる事業を通じて、お客さま・地域・社会とともに社会・地域課題の解決にグローバルに取組みます。 



１．部長・支店長に関する発令（2023年 4月1日付） 

新役職 現役職 氏名 

札幌支店長 東京企業営業第六部長 増田 洋一 

東北損害サービス第二部長 
中部損害サービス第三部 

岐阜第一サービスセンター長 
三又 貴和 

仙台支店長 千葉支店長 本田 陽一郎 

山形支店長 内部監査部 企画・審査グループ長 浅井 宏昌 

群馬支店長 群馬支店 地域戦略室長 遠藤 英嗣 

埼玉西北支店長 自動車保険部長 山田 高裕 

埼玉自動車営業部長 埼玉自動車営業部 営業第二課長 塩野 和人 

千葉損害サービス部長 近畿損害サービス第二部長 大橋 秋彦 

千葉支店長 福井支店長 菅野 彰 

千葉北支店長 大阪支店長 北村 隆嗣 

東京中央支店長 長野支店長 麻田 明利 

東京北支店長 東京北支店 地域戦略室長 竹林 隆佳 

東京損害サービス第二部長 千葉損害サービス部長 井上 治則 

東京モビリティ営業部長 東京企業営業第五部長 山口 浩 

新都心自動車営業部長 長野自動車営業部長 矢野 孝尚 

東京企業営業第三部長 名古屋企業営業第二部長 針生 康行 

東京企業営業第五部長 宮崎支店長 石丸 宗樹 

東京企業営業第六部長 東京企業営業第六部 営業第一課長 中村 太郎 

広域法人開発部長 静岡支店長 生田 陽一 

ブローカー部長 金融法人第二部 ブローカー室長 山中 逸紀 

横浜ベイサイド支店長 岩手支店 地域戦略室長 尾川 豪介 

静岡損害サービス部長 東京損害サービス部 新宿第一サービスセンター長 伊藤 嘉高 

静岡支店長 静岡自動車営業部長 坂井 亮夫 

浜松支店長 浜松支店 地域戦略室長 田島 孝人 

長野支店長 広域法人開発部長 植月 道雄 

長野自動車営業部長 長野自動車営業部 自動車営業課長 大谷 修 

愛知支店長 愛知北支店長 吉田 雄彦 

名古屋自動車営業第一部長 埼玉自動車営業部長 田口 正規 

名古屋企業営業第二部長 グローバル事業推進部長 小倉 悟 

大阪支店長 高松支店長 三倉 政智 

滋賀支店長 札幌自動車営業部長 平柳 義人 

京都支店長 広島自動車営業部 営業第二課長 榎並 新次 

神戸支店長 熊本支店長 中澤 龍太 

近畿損害サービス第二部長 静岡損害サービス部長 宮本 浩史 

近畿火災新種損害サービス部長 北陸損害サービス部長 高橋 朋樹 

関西企業営業第三部長 企業・金融営業開発部 開発グループ長 岩田 和也 

北陸損害サービス部長 
近畿火災新種損害サービス部 

大阪火災新種サービスセンター長 
河合 信幸 

福井支店長 岡山支店 倉敷支社長 小林 弘之 

中国損害サービス部長 損害サービス業務部 業務推進グループ長 大竹 良行 

広島支店長 山口支店長 佐口 将孝 

鳥取支店長 栃木支店 地域戦略室長 増島 一郎 

島根支店長 東京南支店 地域戦略室長 荒川 貴博 

山口支店長 滋賀支店長 清水 裕子 

高松支店長 高松支店 地域戦略室長 森 猛 



福岡支店長 金融法人第二部長 小島 信一 

長崎支店長 長崎支店 地域戦略室長 森 和郎 

熊本支店長 鳥取支店長 桶本 茂生 

宮崎支店長 福島支店 地域戦略室長 鍋山 大輔 

営業統括部長 横浜ベイサイド支店長 安食 修司 

テレマティクス・モビリティ 

サービス事業開発部長 

自動車保険部 テレマティクス開発グループ長 梅田 傑 

損害サービス業務部長 東北損害サービス第二部長 兒玉 大輔 

業務統括部長 営業統括部 企画グループ長 大石 武弘 

自動車保険部長 テレマティクス・モビリティサービス事業開発部長 土居崎 寿滋 

グローバル事業推進部長 テレマティクス・モビリティサービス事業開発部  

部付 アジア戦略統括 担当部長 

建守 進 

再保険部長 再保険部 再保険グループ長 岩崎 太郎 

運用企画部長 投融資部長 鈴木 盛広 

投融資部長 運用企画部 管理グループ長 鈴木 博順 

人事部長 仙台支店長 角谷 淳志 

経営企画部長 未来戦略創造部 兼 業務プロセス改革部長 矢澤 雅之 

監査役室長 人事部 ダイバーシティ推進室長 住田 朋子 

業務プロセス改革部長 経営企画部 企画グループ長 大和田 武彦 

未来戦略創造部長 テレマティクス・モビリティサービス事業開発部 

CASE企画開発室長 

今泉 雄一郎 

企業保険契約事務部長 企業保険契約事務部 部付スタッフ 担当部長 渡辺 知絵 

デジタルビジネスデザイン部長 経営企画部 デジタルビジネス開発グループ長 小泉 泰洋 

 

２．副部長・副支店長に関する発令（2023年 4月1日付） 

新役職 現役職 氏名 

あんしん２４損害サービス部 

副部長 兼 品質指導グループ グループ長 

あんしん２４損害サービス部  

品質指導グループ グループ長 

酒井 己知 

 

茨城支店 副支店長 営業統括部 ＡＤＩＳ旭川支店 担当次長 田代 美佳 

埼玉支店 副支店長  

兼 さいたま第三支社 支社長 

埼玉支店 さいたま第三支社 支社長 

 

遊馬 恵子 

東京北支店 副支店長 兼 練馬支社 支社長 東京北支店 練馬支社 支社長 鎌田 伸江 

東京損害サービス第一部 副部長 

兼 新宿第二サービスセンター 所長 

神奈川損害サービス部  

横浜第二サービスセンター所長 

市東 久美子 

東京企業営業第四部 副部長 

兼 住宅推進室 室長（部内室） 

東京企業営業第四部  

住宅推進室 室長（部内室） 

越智 浩子 

 

長野支店 副支店長 兼 飯田支社 支社長 長野支店 飯田支社 支社長 綱木 良恵 

中部損害サービス第一部 副部長 

兼 豊橋サービスセンター 所長 

近畿損害サービス第一部  

大阪第二サービスセンター 所長 

清原 加代 

 

中部損害サービス第二部 副部長 

兼 名古屋自動車第二サービスセンター 所長 

中部損害サービス第二部  

名古屋自動車第二サービスセンター 所長 

唐木 紀代子 

神戸支店 副支店長 兼 神戸第二支社 支社長 神戸支店 神戸第二支社 支社長 西田 一二美 

中国損害サービス部 副部長 中国損害サービス部 スタッフ 担当次長 柳原 真由美 

  

以 上 


