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ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：丹保 人重）は、 

以下のとおり理事・部長人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 
 
１．理事人事  

 （１）２０２０年４月１日付新任 

新  職 現  職 氏  名 

理事 お客さまコンタクトセンター部長 お客さまコンタクトセンター部長 清輔 千賀子 

理事 コンプライアンス部長 コンプライアンス部長 中島 伸一郎 

理事 監査部長 事務企画部長 桐谷 祥造 

理事 北関東・甲信越地区営業担当役員 愛知営業部長 髙野 博行 

理事 営業推進部長 営業教育企画部長 兼 経営コンサ

ルティンググループ長 千葉 規之 

 

 （２） ２０２０年３月３１日付退任 

現  職 氏  名 備 考（転任先等） 

理事 ライフエージェント営業統括部長 山本 貴英 ＬＣ営業部 上席部長 

理事 新契約部長 立迫 浩一 

休職（ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ

ループホールディングス（株） 出向） 
監査部 部長（本社第一チーム） 兼 監
査部 監査グループ 上席部長 

理事 経理部長 加藤 敬人 

休職（ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ

ループホールディングス（株） 出向） 
監査部 部長（海外チーム）兼 休職（三

井住友海上火災保険（株） 出向） 内
部監査部 部長（海外部門チーム） 

理事 財務部長 高橋 宏司 財務部 上席部長 

 
 

  

理事・部長人事異動について 



 
 
 
 

３．部長人事 

  ■ ２０２０年４月１日付異動 

新  職 現  職 氏  名 

北海道営業部長 埼玉・千葉地区 企画・営業推進部長 佐藤 学 

東北中央営業部長 
三井住友海上火災保険（株） 四国本

部（休職 ＭＳ四国（株） 出向）部

長［松山駐在］ 
中野渡 和久 

北関東・甲信越地区 企画・営業推進部

長 
中国営業部 次長 兼 広島生保支社

長 原田 英輝 

北関東営業部長 東北中央営業部長 望月 健 

甲信越営業部長 神奈川・静岡地区 企画・営業推進部

長 高嶋 和彦 

埼玉・千葉地区 企画・営業推進部長 ＬＣ営業部長 松井 昌彦 

東京地区 企画・営業推進部長 関西営業部 次長 兼 神戸生保支社

長 佐藤 忠夫 

神奈川・静岡地区 企画・営業推進部長 金融法人推進部 部長（団信・法人開

拓担当） 鈴木 利之 

中部・北陸地区 企画・営業推進部長 中部地区 企画・営業推進部長 須田 直樹 

愛知営業部長 中国営業部長 中島 達郎 

名古屋企業第一営業部長 営業企画部 部長（企画担当） 兼 営

業企画グループ長 保坂 憲一 

中国営業部長 北関東営業部長 前川 泰輝 

ライフエージェント営業部長 営業推進部長 森井 成人 

金融法人営業部 部長（西日本営業推進

担当） 
商品部 次長 兼 商品数理グループ

長 水澤 良徳 

金融法人営業部（休職 銀泉（株）出向）

部長 
営業教育企画部 部長（教育トレーナ

ー） 細田 洋介 

ＬＣ営業部長 
監査部長 兼 休職（ＭＳ＆ＡＤイン

シュアランスグループホールディング

ス（株） 出向）監査部 部長 
山本 正 

企業品質管理部 部長 甲信越営業部長 関根 学 

商品部長 

商品部 部長（マーケティング担当） 

兼 経営企画部 成長戦略室 部長 

兼 経営企画部 部長［経営情報セン

ター］ 

西迫 大三 

経理部長 経理部 部長（数理担当）兼 数理グ

ループ長 川田 浩之 

財務部長 財務部 次長 兼 財務運用グループ

長 奥村 健 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

新  職 現  職 氏  名 

人事総務部 部長（社員相談・キャリア

支援・健康管理推進担当）兼 社員相談

室長 兼 健康管理推進室長 兼 ダ

イバーシティ・キャリア支援室 部長 

四国営業部 次長 兼 四国業務・営

推グループ長 喜多川 充 

リスク管理部長 兼 三井住友海上火

災保険（株） 休職（ＭＳ＆ＡＤインシ

ュアランスグループホールディングス

（株） 出向）リスク管理部 部長 

三井住友海上火災保険（株） 休職（Ｍ

Ｓ＆ＡＤインシュアランスグループホ

ールディングス（株） 出向）リスク

管理部 モデル開発計測チーム 課長

（上席） 兼 運用リスク管理室 課

長（上席） 兼 リスク管理部 次長 

兼 リスク計測・分析グループ長 

冨永 湖 

営業企画部 部長 兼 販売企画グル

ープ長 
営業企画部 次長 兼 販売企画グル

ープ長 兼 企業品質管理部 次長 竹石 博哉 

営業推進部 部長（ライフエージェント

推進担当）[大阪] 
営業推進部 部長（ライフエージェン

ト推進担当） 後藤田 幹 

営業教育企画部長 北海道営業部長 安部 正敏 

営業教育企画部 教育トレーナー室 

部長 
営業教育企画部 教育トレーナー室 

次長 宮田 省吾 

営業教育企画部 生保成長支援グルー

プ 部長 
営業教育企画部 部長（教育トレーナ

ー） 永井 俊範 

営業教育企画部 生保成長支援グルー

プ 部長 
営業教育企画部 部長（生保成長支援

担当） 坂本 憲治 

事務企画部長 

リスク管理部長 兼 三井住友海上火

災保険（株） 休職（ＭＳ＆ＡＤイン

シュアランスグループホールディング

ス（株） 出向）リスク管理部 部長 

新山 邦紀 

事務企画部 部長 兼 事務企画グル

ープ長 
事務企画部 次長 兼 事務企画グル

ープ長 兼 企業品質管理部 次長 蛯名 智子 

事務企画部 部長 兼 収納グループ

長 

お客さまコンタクトセンター部 次長 

兼 移行契約保全グループ長 兼 経

営企画部 第三分野移行推進室 次長 

兼 休職（三井住友海上火災保険（株） 

出向）営業事務部 火災・積立チーム 

課長（上席） 

嶋崎 雅彦 

新契約部長 西日本ライフエージェント営業部長 安田 修久 

 
(注) 企画・営業推進部長は、担当役員管下のリテール営業各部（北海道、北陸を除く）業務・営推グループ長および企業

営業各部の担当部長を兼務する。 
以 上 


