
 

２０１１年８月１１日 
 

三井住友海上きらめき生命保険株式会社 

あいおい生命保険株式会社 
 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社の部長人事について 
 

三井住友海上きらめき生命保険株式会社（社長 佐々木 靜）とあいおい生命保険株式会社

（社長 石井 義久）は、関係当局の認可等を前提として、２０１１年１０月１日に合併により

発足する予定の新会社「三井住友海上あいおい生命保険株式会社」の部長人事について決定

しましたので、お知らせいたします。 
 

＜部長人事＞ ２０１１年１０月１日付 
 

新 職 氏 名 

 保険計理人 河原崎 純一 

 監査部 特命部長 大野 修吾 

 監査部 部長（監査企画担当） 田中  幸洋 

 監査部 部長 兼 監査グループ長 渡辺  学 

 北海道営業部長 飯尾 渉治 

 北海道営業部 特命部長 兼 札幌第二生保支社長 荻巣  俊彦 

 東北営業部長 前川 浩之 

 東北営業部 特命部長 花田 武司 

 北関東営業部長 石川 徹 

 北関東営業部  特命部長 丸山  清方 

 甲信越営業部  特命部長 篠田  仁 

 埼玉営業部長 古橋 裕二 

 千葉営業部長 畑田 近穂 

 埼玉営業部 特命部長 兼 千葉営業部 特命部長 山本 貴英 

 東京営業部長 摂津 昭夫 

 東京営業部  特命部長 石川  公彦 

 東京企業第一営業部長 酒井 健男 

 東京企業第二営業部長 兼 東京企業生保支社長 児玉 茂美 

 神奈川営業部長 兼 静岡営業部長 浦上 英俊 

 神奈川営業部  特命部長  兼  横浜第二生保支社長 脇谷  一利 

 静岡営業部  特命部長  兼  静岡第二生保支社長 熊谷  孝 

 北陸営業部長 平根 浩次 



 

新 職 氏 名 

 北陸営業部 特命部長 兼 北陸第一生保支社長  松浦 嗣人 

 中部営業部長 岡井 誠治 

 中部営業部  特命部長 石丸  公一 

 名古屋企業第一営業部長 兼 名古屋企業営業課長  島澤 茂 

 名古屋企業第二営業部長 兼 名古屋企業生保支社長 白石 勝巳 

 関西営業部長 上月 秀一 

 関西営業部  特命部長 豊田  剛郎 

 関西企業第一営業部長 兼 関西企業営業課長  松井 賢太 

 関西企業第二営業部長 兼 関西企業生保支社長 鹿島 博康 

 中国営業部長 遠藤 和男 

 中国営業部  特命部長 石坪  哲二 

 四国営業部長 兼 四国第一生保支社長 高橋 重夫 

 四国営業部  特命部長  兼  四国第二生保支社長 村松  剛志 

 九州営業部長 平山 郁雄 

 九州営業部 特命部長 窪田 政孝 

 ライフエージェント営業部長 後藤 章夫 

 ＦＰ営業統括部長 花房 正芳 

 ＦＰ営業統括部 部長 兼 ＬＩＭ推進グループ長 長岡  英博 

 企画部 特命部長 島村 裕一 

 商品部長 小泉 曜司 

 経理財務部長 野本 博之 

 経理財務部  特命部長 定保  憲夫 

 経理財務部 部長（運用担当） 堀川 真一 

 経理財務部 部長 兼 収益管理グループ長 岩本  裕明 

 人事総務部長 大谷 太助 

人事総務部  特命部長  兼  人事グループ長 美野輪  敏夫 

人事総務部 部長（社員相談担当） 兼 社員相談室長 兼 
健康管理推進室長 有松 充裕 

 コンプライアンス部長 竹原 秀幸 

 コンプライアンス部 特命部長 平賀 成人 



 

 
本件に関するお問い合わせ先 

 三井住友海上きらめき生命保険株式会社 

  人事総務部 社会コミュニケーショングループ長 山口 高顕 TEL：03-5282-8505 

 あいおい生命保険株式会社 

  企画部   企画グループ長          船木 茂  TEL：03-3273-0140 

新 職 氏 名 

 コンプライアンス部 部長 兼 代理店制度グループ長 椎名  貴彦 

 営業推進部 部長 兼 チャネル推進グループ長 朝岡  俊夫 

 営業推進部 部長 兼 ライフエージェント推進グループ長 小川 俊男 

 営業教育研修部長 亀ケ森 茂樹 

 営業教育研修部 特命部長 石田 勉 

 金融窓販推進部長 服部 哲雄 

 金融窓販推進部 部長 長岡 正博 

 新契約部長 井上 公大 

 新契約部  特命部長 間瀬  正明 

 お客さまサービス部長 古市 彰 

 お客さまサービス部  特命部長 木下  幸治 

 保険金サービス部長 近藤 雅仁 

    ※新職は、三井住友海上あいおい生命の職務を掲載。 

 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


