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2003 年 10 月 27 日 

 

 

明治安田生命保険相互会社の役員体制・人事について 

 
 
 2004 年 1 月 1 日に合併を予定している明治生命保険相互会社（社長 金子 亮太郎）と安田生命保険相互

会社（社長 宮本 三喜彦）は、新会社 明治安田生命保険相互会社の役員体制・人事を内定しましたので、

お知らせします。 
 
 

１．役員 

ア．取締役・執行役員（2004 年 1 月 1 日付） 

          部門長・地域本部長および役員の業務担当 

  イ．監査役（2004 年 1 月 1 日付） 

  ＜退任役員（2003 年 12 月 31 日付）＞ 

 

２．相談役（2004 年 1 月 1 日付） 

 

３．保険計理人・医長・常任顧問（2004 年 1 月 1 日付） 

 

４．理事（2004 年 1 月 1日付） 

  ＜退任理事（2003 年 12 月 31 日付）＞ 

 

５．部長（2004 年 1 月 1日付） 

 

６．支社長・法人部長（2004 年 1 月 1 日付） 

 

７．次長・副支社長・営業支社長等（2004 年 1 月 1 日付）
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１．役員 

ア．取締役・執行役員（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
代表取締役 会長 みやもと みきひこ 

宮本 三喜彦 
代表取締役 社長 かねこ りょうたろう 

金子 亮太郎 
代表取締役 副社長 おざわ ゆうきち 

小澤 祐吉 
代表取締役 副社長 きよの なおし 

清野 直志 
専務取締役 個人営業部門長 あきもと としお 

秋元 俊雄 
専務取締役 やまもと よしお 

山本 芳夫 
専務取締役 ひらた しげる 

平田 滋 
専務取締役 法人営業部門長 ささき いくお 

佐々木 郁夫 
専務取締役 資産運用部門長 
 

こむら まさと 

古村 昌人 
常務取締役 アンダーライティング部門長 おかもと ひろみ 

岡本 博美 

常務取締役 お客さまサービス部門長 やまだ こういち 

山田 孝一 
常務取締役 いわた かつぞう 

岩田 勝三 
常務取締役 にし せいじ 

西 清二 
常務取締役 法人営業副部門長 いながき りゅうすけ 

稲垣 龍介 
常務取締役 新市場営業部門長 せきぐち けんいち 

関口 憲一 
常務執行役員 首都圏第一本部長 はがり こういち 

葉狩 浩一 
常務執行役員 個人営業副部門長 にった つかし 

新田 司志 

 ※役員の業務担当は４ページ参照 
↓ 

次頁に続く 
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役 職 氏 名 
常務執行役員 九州・沖縄本部長 くろき ますお 

黒木 増夫 
常務執行役員 近畿本部長 こんどう みちお 

近藤 道夫 
常務執行役員 東京本部長 いけもと しんいち 

池本 眞一 
取締役 法人業務部長 ふくだ きょういち 

福田 恭一 
取締役 不動産部長 まつお けんじ 

松尾 憲治 
取締役 人事部長 あべ としお 

安倍 俊夫 
取締役 企画部長 なかがわ まさひろ 

中川 雅弘 
取締役 法務部長 うえやま かずとも 

上山 一知 
取締役 国際部長 はっとり ひであき 

服部 秀昭 
取締役 営業企画部長 ふけ きよたか 

福家 聖剛 
執行役員 北海道・東北本部長 ももい くにお 

桃井 邦男 

執行役員 中部・北陸本部長 ささの まさたみ 

笹野 真民 
執行役員 郡山支社長 しおのざき たつお 

塩野崎 達雄 
執行役員 公法人第一部長 こにし かつぞう 

小西 克三 
執行役員 大阪本部長 しげもり ゆたか 

重森 豊 
執行役員 名古屋本部長 たかまつ やすはる 

 
※役員の業務担当は４ページ参照 
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部門長・地域本部長および役員の業務担当      
 

役 員 名 部門長・地域本部長・業務担当 

副社長 小澤 祐吉 不動産部、収益管理部、秘書部、関連事業部 

副社長 清野 直志 運用審査部、国際部(パシフィック・ガーディアン生命および資産運

用関連事項を除く) 

人事部(共同担当) 

専務 秋元 俊雄 【個人営業部門長】 

〔業務部、職域開拓推進部、ＦＰ教育部〕 

専務 山本 芳夫 

 

営業企画部(営業人事部長事項に限る)、広報部、企画部(安田ライ

フダイレクト損害保険事項を除く)、リスク管理統括部 

専務 平田 滋 人事部、総務部、検査部 

専務 佐々木 郁夫 【法人営業部門長】 

〔法人業務開発部、法人業務部、法人サービス部〕 

専務 古村 昌人 【資産運用部門長】 

〔運用企画部、融
※

資部、証券運用部、不
※

動産部、特別勘定運用部、

運
※

用審査部、運用サービス部〕   

アセットマネジメント部 

常務 岡本 博美 

 

【アンダーライティング部門長】 

〔契約部、医務部〕   

国際部(パシフィック・ガーディアン生命および資産運用関連事項

に限る) 

常務 山田 孝一 【お客さまサービス部門長】 

〔事務サービス業務部、契約サービス部、保険金部〕 

常務 岩田 勝三 営業企画部(営業人事部長事項を除く)、商品部 

常務 西 清二 情報システム部 

常務 稲垣 龍介 【法人営業副部門長】 

融資部 

常務 関口 憲一 【新市場営業部門長】 

〔新市場業務部〕 

大阪総務部、企画部(安田ライフダイレクト損害保険事項に限る) 

常務執行役員 葉狩 浩一 【首都圏第一本部長】 

常務執行役員 新田 司志 【個人営業副部門長】 

常務執行役員 黒木 増夫 【九州・沖縄本部長】 

常務執行役員 近藤 道夫 【近畿本部長】 

常務執行役員 池本 眞一 【東京本部長】 

執行役員 桃井 邦男 【北海道・東北本部長】 

執行役員 笹野 真民 【中部・北陸本部長】 

執行役員 重森 豊 【大阪本部長】 

 【名古屋本部長】 

  

理事 追立 良秀 【中国・四国本部長】 

理事 林 健市 【首都圏第二本部長】 

理事 木下 順一 【関東・甲信越本部長】 

(注) 部門長は、業務担当役員配置部(※印)の分掌業務にかかる個別案件についての決裁権限を有しない 
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イ．監査役（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
監査役 さとう まさとし 

佐藤 正俊 
監査役 あんどう ゆたか 

安藤 豊 
監査役 きし さとる 

岸 曉 
監査役 さとう やすひろ 

佐藤 安弘 
監査役 やすだ ひろし 

安田 弘 
 
 
＜退任役員（2003 年 12 月 31 日付）＞ 

  明治生命保険相互会社 
現 職 氏 名 備 考 

専務取締役 法人営業部門長 衣川 元知 2004年 1月 2日付で明治損害保険株式会社

取締役常勤顧問に就任し、2004 年 4 月 1 日

付で同社社長に就任の予定 
常務取締役 松浦 徹 2004 年 1 月 2 日付で明治安田システム・

テクノロジー株式会社(注 1)社長に就任予定 
常務取締役 営業推進部門長 片山 宏 2004年 1月 2日付で財団法人明治生命厚生

事業団(注 2)常勤顧問に就任し、2004 年 5 月

の定例理事会で同事業団理事長に就任の

予定 
取締役 営業推進副部門長 浅倉 一男 2004年 1月 2日付で株式会社明治安田生命

保険代理社(注 3)取締役常勤顧問に就任し、

2004年 4月 1日付で同社社長に就任の予定 
常任監査役 正置 正一 2004 年 1 月 1 日付保険計理人就任 
常任監査役 石原 義男 2004年 1月 2日付で株式会社明治安田生活

福祉研究所(注 4)取締役常勤顧問に就任し、

2004年 4月 1日付で同社社長に就任の予定 
※注記については、６ページ参照
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安田生命保険相互会社 
現 職 氏 名 備 考 

代表取締役 会長 大島 雄次 2004 年 1 月 1 日付相談役就任 
代表取締役 副社長 坂本 正彦 2004 年 1 月 1 日付常任顧問就任 
常務取締役 首都圏本部長 加藤 繁昭  
常務取締役  広瀬 勇 2004年1月2日付で安田ライフダイレクト

損害保険株式会社社長に就任予定 
取締役 首都圏副本部長 
兼浦和支社長 

福田 隆弘  

取締役 情報システム部長 佐藤 英夫 2004 年 1 月 2 日付で明治安田システム・

テクノロジー株式会社(注1)副社長に就任予定 
取締役 運用管理部長 藤井 常雄 2004 年 1 月 2 日付で安田投信投資顧問株

式会社社長に就任予定 
常勤監査役 神田 武  
非常勤監査役 岡村 勲  

 
※注記の関連会社等については、以下のとおり合併もしくは社名・名称変更を予定 
（注 1）2004 年 1 月 2 日付で、明生システムサービス株式会社と安生コンピューターサービス株式会社

を合併 
（注 2）監督官庁の認可を前提として、財団法人明治安田厚生事業団へ名称変更 

 （注 3）2004 年 1 月 2 日付で、株式会社明治生命保険代理社から社名変更 
  （注 4）2004 年 1 月 2 日付で、株式会社明治生命フィナンシュアランス研究所から社名変更 
 
 
２．相談役（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
相談役 つちだ てるみち 

土田 晃透 
相談役 はた けんじろう 

波多 健治郎 
相談役 おおしま ゆうじ 

大島 雄次 
 

 

３．保険計理人・医長・常任顧問（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
保険計理人 正置 正一 
医長 薙野 久法 
常任顧問 坂本 正彦 
常任顧問 野口 泰宏 
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４．理事（2004 年 1 月 1日付） 

役 職 氏 名 
理事 中国・四国本部長 追立 良秀 
理事 金沢支社長 向井 行男 
理事 総合法人第二部長 桑田 博之 
理事 仙台支社長 村越 直也 
理事 首都圏第二本部長 林 健市 
理事 関東・甲信越本部長 木下 順一 
理事 広域組織法人部長 島岡 由雄 
理事 久留米支社長 物江 斗木夫 
理事 神戸支社長 箭内 実 

 
 ＜退任理事（2003 年 12 月 31 日付）＞ 
  明治生命保険相互会社 

現 職 氏 名 備考 
理事 埼玉新都心支社長 草深 範一 2004年1月2日付で明治安田印刷配送株式

会社社長に就任予定 
理事 郡山支社長 松本 道男 2004年1月2日付でエムワイ商事株式会社

社長に就任予定 
 
 
５．部長（2004 年 1 月 1日付） 

役 職 氏 名 
業務部長 笠原 孝祐 
損害保険統括室長 相楽 昌彦 
職域開拓推進部長 前田 勝生 
ＦＰ教育部長 吉田 薫 
新市場営業副部門長 松内 洋 
新市場業務部長 木島 正博 
法人業務開発部長 殿岡 裕章 
総合法人部長 佐藤 公俊 
総合福祉部長 稲田 豊 
法人支援室長 山内 彰 
法人サービス部長 尾越 達男 
団体年金サービス部長 永戸 大治呂 
法人サービスセンター長 比井 健一 

↓ 
次頁に続く 
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役 職 氏 名 
運用企画部長 石川 昌秀 
融資部長 尾崎 嘉則 
証券運用部長 佐藤 直史 
特別勘定運用部長 椎名 忠 
運用審査部長 木村 隆 
運用サービス部長 森田 清 
契約部長 藤間 武弘 
医務部長 岩木 成士 
事務サービス業務部長 前田 茂博 
お客さまサービス室長 鈴木 健之 
東京事務サービスセンター長 山根 哲哉 
大阪事務サービスセンター長 宮尾 文彦 
契約サービス部長 黒崎 民雄 
保険金部長 一条 信彦 
営業人事部長 佐藤 譲二 
商品部長 大林 秀行 
アセットマネジメント部長 会沢 広康 
団体年金コンサルティング室長 佐々木 淳 
広報部長 永井 雅章 
収益管理部長 井上 哲也 
情報システム部長 猪又 肇 
総務部長 内海 郁夫 
大阪総務部長 吉田 壽 
秘書部長 安田 伸一 
関連事業部長 若狭 一郎 
相互会社総務室長 小玉 秀晃 
調査部長 前澤 俊彦 
法務・コンプライアンス室長 古賀 彰 
リスク管理統括部長 鈴木 伸弥 
検査部長 安田 融 
監査役室長 佐藤 正幸 
営業企画部 上席アクチュアリー 川島 繁俊 
収益管理部 上席アクチュアリー 奈良 伸一 
検査部 上席アクチュアリー 小林 修 
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６．支社長・法人部長（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
千代田支社長 馬越 和彦 
丸の内支社長 酒井 明夫 
銀座支社長 村田 寛夫 
新宿支社長 菊川 隆志 
上野支社長 沢田 尚彦 
渋谷支社長 山口 義明 
池袋支社長 壁谷 章可 
名古屋中央支社長 山口 秀樹 
名古屋東支社長 遠矢 幸一郎 
名古屋西支社長 新原 幹男 
名古屋南支社長 中島 康貴 
岡崎支社長 笹原 浩二 
刈谷支社長 河合 嘉久 
大阪中央支社長 島本 純男 
大阪東支社長 岩崎 博 
大阪南支社長 恒藤 芳明 
大阪北支社長 石崎 健一 
京阪支社長 橋本 龍美 
堺支社長 迫 淳一 
札幌支社長 醤油 和男 
道央支社長 大谷 直志 
旭川支社長 上杉 正伸 
函館支社長 計良 博之 
釧路支社長 西岡 秀夫 
青森支社長 山本 和雄 
盛岡支社長 青野 朗 
岩手南支社長 千葉 ヨリ子 
秋田支社長  
山形支社長 山本 伸正 
江東支社長 金井 裕一 
品川支社長 伊藤 郁 
豊島支社長 清水 義朗 
千住支社長 佐久間 勝弘 
武蔵野支社長 川口 正人 

↓ 
次頁に続く 
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役 職 氏 名 

府中支社長 竜野 寿男 
立川支社長 藤岡 照行 
八王子支社長 前川 宜男 
町田支社長 町田 直樹 
川崎支社長 井出 庄衛 
横浜支社長 鈴木 宏昌 
横須賀支社長 川村 宏史 
大船支社長 斉藤 茂雄 
平塚支社長 九川 孝司 
熊谷支社長 千葉 晃巳 
大宮支社長 白幡 雅史 
浦和支社長 藤田 温彦 
越谷支社長 宇田川 立春 
川越支社長 海津 智治 
所沢支社長 岡田 宗昭 
千葉支社長 今泉 伸夫 
千葉南支社長 近藤 利明 
船橋支社長 山西 俊明 
柏支社長 中熊 一仁 
成田支社長 西 政美 
水戸支社長 菅原 慈郎 
宇都宮支社長 今井 義行 
群馬支社長 国岡 万生哉 
新潟支社長 高橋 浩一郎 
甲府支社長 西川 治子 
長野支社長 瀧本 昌右 
松本支社長 土屋 三江 
富山支社長 堀内 俊良 
福井支社長 山口 光子 
岐阜支社長 池本 健次 
静岡支社長 福良 広治 
浜松支社長 巳浪 章弘 
沼津支社長 栗田 博之 
津支社長 国武 告誠 
四日市支社長 山田 正雄 

↓ 
次頁に続く 
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役 職 氏 名 

滋賀支社長 根岸 秋男 
京都支社長 川上 三郎 
姫路支社長 伊藤 隆 
阪神支社長 恩田 高志 
奈良支社長 松尾 栄作 
和歌山支社長 関根 時男 
鳥取支社長 畑田 真守 
松江支社長 松田 昭寿 
岡山支社長 新川 政信 
広島支社長 浜崎 幹生 
福山支社長 原田 宏次 
山口支社長 飯田 文彦 

徳島支社長 武田 健司 
高松支社長 中山 晴人 
松山支社長 正路 幹夫 
高知支社長 井福 正博 
福岡支社長 遠藤 宏歳 
福岡東支社長 栗田 勝弘 
北九州支社長 吉田 信高 
佐賀支社長 浜田 憲弘 
長崎支社長 諸岡 善弘 
熊本支社長 守田 繁 
大分支社長 副島 健二 
宮崎支社長 新海 一郎 
鹿児島支社長 藤井 雅博 
沖縄支社長 渡辺 朗 
 
総合法人第一部長 松村 裕温 
国際法人部長 広岡 亮 
総合法人第三部長 水野 茂治 
総合法人第四部長  
総合法人第五部長 小林 幸彦 
公法人第二部長 高橋 和実 
開発法人部長 小暮 尚之 
金融法人部長 平田 徹 

↓ 
次頁に続く 
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役 職 氏 名 

首都圏総合法人部長 秦 信男 
関東・甲信越法人部長 乙黒 修身 
公法人第三部長 浦 和彦 
公法人第四部長 小野寺 等 
公法人第五部長 飯塚 均 
名古屋総合法人部長 横山 朗 
中部総合法人部長 近藤 紀一 
中部公法人部長 立野 潔 
大阪総合法人部長 米田 克巳 
近畿総合法人部長 鈴木 一男 
近畿公法人部長 佐藤 充良 
近畿第二公法人部長 池上 幸定 
北海道法人部長 山内 真司 
東北法人部長 福田 博長 
北陸法人部長 野村 浩二 
中国法人部長 井内 晴夫 
四国法人部長 小酒部 康久 
九州・沖縄法人部長 渡辺 健人 
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７．次長・副支社長・営業支社長等（2004 年 1 月 1 日付） 

役 職 氏 名 
法人サービス部次長 江藤 伸男 
契約部次長 中野 聡 
事務サービス業務部次長 西尾 理 
東京事務サービスセンター次長 北川 直行 
契約サービス部次長 北川 正和 
保険金部次長 細田 俊幸 
人事部次長 奥山 洋 
情報システム部次長 川野 眞一郎 
関連事業部次長 西川 正宏 
総合法人第五部次長 前嶋 哲雄 
広域組織法人部次長 門田 知昭 
北海道法人部次長 平鹿 義三 
東北法人部次長 﨑山 千秋 
北陸法人部次長 山口 晃 
中国法人部次長 八森 明 
四国法人部次長 熊谷 泰弘 
九州・沖縄法人部次長 中村 勝郎 
 
札幌副支社長 伊藤 博之 
仙台副支社長 黒岩 義泰 
郡山副支社長 冨林 和雄 
豊島副支社長 中嶋 望人 
横浜副支社長 熱田 大至郎 
平塚副支社長 竹内 秀夫 
柏副支社長 江口 孝志 
水戸副支社長 宮田 薫 
群馬副支社長 林 廣充 
金沢副支社長 渡辺 陽夫 
岐阜副支社長 松田 博之 
浜松副支社長 小寺 喜昭 
京都副支社長 恒松 尚 
神戸副支社長 森本 義喜 
姫路副支社長 関川 正博 
広島副支社長 片岡 隆 
松山副支社長 梶原 史彦 

↓ 
次頁に続く 
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役 職 氏 名 

北九州副支社長 諏訪 芳博 
熊本副支社長 鶴崎 政俊 
大分副支社長 田崎 洋 
 
豊橋営業支社長 中村 健久 
苫小牧営業支社長 田中 覚司 
八戸営業支社長 土井 康光 
いわき営業支社長 豊田 昌朋 
厚木営業支社長 伊谷  昌敏 
土浦営業支社長 松村 治彦 
小山営業支社長 武井 愼一 
太田営業支社長 山本 龍生 
長岡営業支社長 大森 昇 
富士営業支社長 岡島 英治 
倉敷営業支社長 永野 秀晴 
徳山営業支社長  
大牟田営業支社長 永井 三郎 
 
東京職域ＦＣ営業部長 杉山  幸彦 
名古屋職域ＦＣ営業部長 小沢 和正 
大阪職域ＦＣ営業部長 杉浦  邦彦 

 
以 上          




