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都道府県 氏 名 職 業
北海道 井深七七子 医療法人北翔会岩見沢居宅介護支援事業所 勤務

同 小森　正伸 帯広信用金庫 専務理事
同 齊藤　　勝 株式会社北海道銀行 執行役員
同 田中　　薫 医療法人社団田中医院 理事
同 豊島　佳郎 株式会社ナカジマ薬局 勤務
同 平野みちよ 日本マーキング株式会社 取締役
同 福地　章子 株式会社福地工業 取締役

青森県 白崎　理喜 たかしクリニック耳鼻咽喉科 副院長
同 原　真紀子 原メディカルサービス株式会社 代表取締役

岩手県 加藤　裕一 株式会社岩手銀行 専務取締役
宮城県 五十嵐　信 株式会社七十七銀行 専務取締役

同 横山　亜衣 株式会社スマイルプロデュース 代表取締役
秋田県 西村　幸彦 株式会社山二 代表取締役社長
山形県 長谷川吉茂 株式会社山形銀行 取締役頭取
福島県 竹内　誠司 株式会社東邦銀行 専務取締役（代表取締役）
茨城県 久保田智子 株式会社久工 代表取締役

同 須田　恵美 村上工業株式会社 専務取締役
同 千葉　良和 税理士
同 矢口美都世 中央学院高等学校 教諭

栃木県 市川　大士 宇都宮アイフルホーム株式会社 常務取締役
同 伊原　　修 株式会社大高商事 代表取締役社長
同 佐橋　智美 ＴＣＢ観光株式会社 取締役副社長
同 前田　尚美 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 勤務

群馬県 木部　和雄 株式会社群馬銀行 代表取締役会長
埼玉県 青木　博昭 弁理士

同 小笠原伸恭 株式会社ゲートオンロジスティクス 代表取締役
同 小泉　恭子 クリナップ株式会社 勤務
同 中村　元信 日東商事株式会社 代表取締役社長
同 丸山　仁未 埼玉太平洋生コン株式会社 勤務
同 村田小百合 社会保険労務士

千葉県 大山　智子 株式会社アサツー ディ・ケイ 勤務
同 徳竹　文子 株式会社日産クリエイティブサービス 勤務
同 花島　恭一 ちばぎん証券株式会社 取締役社長（代表取締役）
同 山本　和貫 千葉大学アカデミック・リンク・センター 准教授
同 吉野　圭子 ケイジー物流株式会社 勤務

東京都 浅井　弘章 弁護士
同 遠藤　信博 日本電気株式会社 代表取締役 会長
同 大久保　淳 株式会社竹中工務店 勤務
同 大場　丈司 株式会社ブリヂストン 勤務
同 久保　　健 三井住友カード株式会社 代表取締役社長
同 塩月　燈子 株式会社サイバーエージェント 常勤監査役
同 德永　浩雄 首都大学東京大学院理工学研究科 教授
同 德本　　穰 筑波大学法科大学院 教授 
同 友野　　宏 新日鐵住金株式会社 相談役
同 原田　　毅 不動産鑑定士・株式会社ティーマックス 代表取締役
同 福田　千穂 株式会社守矢武夫商店 勤務
同 福田　有子 福田一弘税理士事務所 勤務
同 渕邉　博子 医療メガネ専門店 経営
同 三田　昌弘 キーウェアソリューションズ株式会社 代表取締役社長
同 村上　　透 元ソニー株式会社勤務
同 森本　雄司 株式会社ルミネ 代表取締役社長
同 矢代　隆義 一般社団法人日本自動車連盟 会長
同 横尾　健司 株式会社ヨコオ 取締役兼執行役員常務
同 横塚　昌子 主婦
同 鷲北　秀樹 一般財団法人町田市文化・国際交流財団 理事長

神奈川県 浅井　宏行 住友金属鉱山株式会社 常務執行役員
同 池亀　美紀 三井住友建設株式会社 勤務
同 上野　　元 上野トランステック株式会社 代表取締役副社長
同 宇山　知成 株式会社タウンニュース社 代表取締役社長
同 梶本　繁昌 株式会社アイネット 代表取締役社長
同 木住野　薫 カルチャー日吉 勤務
同 木村ゑみ子 株式会社ライフ・コア横浜 取締役
同 栗原　　博 富士ゼロックス株式会社 代表取締役社長

都道府県 氏 名 職 業
神奈川県 桑田　　洋 アンリツ株式会社 勤務

同 河野　　力 株式会社東急コミュニティー 勤務
同 高野　健吾 浜銀ＴＴ証券株式会社 代表取締役社長
同 中島　　泉 アマノ株式会社 代表取締役会長
同 東野　正嗣 日本アイ・ビー・エム株式会社 勤務
同 前川　達哉 蝶理ＭＯＤＡ株式会社 取締役
同 山﨑　行雄 株式会社テレビ神奈川 顧問
同 渡部　祐子 株式会社明電舎 勤務　　

新潟県 小原　清文 株式会社第四銀行 常務取締役
同 新貝広太郎 新貝工業株式会社 代表取締役社長

富山県 入部　由美 大協紙商事株式会社 代表取締役
石川県 濱崎　英明 株式会社北國銀行 専務取締役
福井県 吉田　真士 株式会社福井新聞社 代表取締役社長
山梨県 根津　宏次 株式会社やさしい手甲府 代表取締役社長
長野県 清水　秋雄 株式会社長野銀行 常務取締役

同 宮澤さと子 宮澤木材産業株式会社 取締役
岐阜県 井上慎一郎 太陽電機工業株式会社 専務取締役

同 小野　泰代 株式会社ヤマ食 監査役
同 高井　珠希 関信用金庫 勤務

静岡県 青木　正亘 株式会社マルエ製作所 専務取締役
同 中田　卓也 ヤマハ株式会社 取締役兼代表執行役社長
同 長谷川智陽 有限会社長谷川農産 勤務

愛知県 太田　雅晴 中部鋼鈑株式会社 取締役相談役
同 岡田かよ子 株式会社刈谷ホーエー家電 取締役
同 梶本　一典 ＣＫＤ株式会社 代表取締役社長
同 中根　重松 愛知産業大学 勤務
同 中村　昌弘 株式会社名古屋銀行 相談役
同 宮澤　勝己 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役副社長
同 宮地　孝典 株式会社グランドビル 代表取締役
同 山口真紀子 獣医師

三重県 伊藤　謙吉 伊藤商運有限会社 取締役会長
同 竹上亀代司 丸亀産業株式会社 代表取締役社長
同 種橋　潤治 株式会社三重銀行 取締役会長（代表取締役）

滋賀県 浅井　庄平 税理士
同 宮部　里美 医療法人恒仁会近江温泉病院 勤務

京都府 尾池　　均 尾池工業株式会社 代表取締役社長
同 大森　　剛 弁護士
同 白井　正和 同志社大学大学院法学研究科 教授 
同 杉澤　晴湖 主婦

大阪府 荒川　善子 水三島紙工株式会社 勤務
同 大坪　文雄 パナソニック株式会社 特別顧問
同 岡野　幸男 レンゴー株式会社 取締役兼執行役員
同 岡本　啓子 主婦
同 尾崎　　裕 大阪瓦斯株式会社 代表取締役会長
同 小谷　沙綾 株式会社イムラ封筒 勤務
同 笠井　　実 笠井産業株式会社 代表取締役社長
同 光村　公介 エア・ウォーター株式会社 取締役
同 小林　　淳 山喜株式会社 取締役副社長
同 志賀　　理 同志社大学商学部 教授
同 重田　朋代 株式会社エムアイティージャパン 代表取締役社長
同 重村　桜子 株式会社宇治園 専務取締役
同 近澤　佳之 三協塗装工業株式会社 代表取締役社長
同 手代木　功 塩野義製薬株式会社 代表取締役社長
同 十河　政則 ダイキン工業株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ
同 中川　和幸 南海電気鉄道株式会社 勤務
同 中西　竜雄 中西金属工業株式会社 代表取締役社長
同 新原　聡子 西日本旅客鉄道株式会社 勤務
同 橋本　直子 主婦
同 馬場　良一 元日本ペイントホールディングス株式会社代表取締役副社長
同 山岡あかね 医療法人山岡歯科医院 勤務
同 山川　悦子 トランスコスモス株式会社 勤務
同 山平　恵子 サンヨーホームズコミュニティ株式会社 代表取締役会長
同 和田林道宜 近畿日本鉄道株式会社 代表取締役社長

◆総代�〈都道府県別五十音順、敬称略　平成29年7月4日現在〉
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都道府県 氏 名 職 業
兵庫県 片野　弓子 住友三井オートサービス株式会社 勤務

同 島川　博光 立命館大学情報理工学部情報システム学科 教授
同 中川　丈久 神戸大学大学院法学研究科長・法学部長
同 松本　倫長 フジプレアム株式会社 代表取締役社長
同 村上　健治 元大和ハウス工業株式会社代表取締役社長
同 山本　啓史 株式会社日建設計 勤務

奈良県 蔦田　守弘 株式会社鴻池組 代表取締役社長
同 橋本　隆史 株式会社南都銀行 取締役頭取（代表取締役）
同 吉川　謙一 京都大学大学院理学研究科 教授

和歌山県 瀧川　嘉彦 瀧川建築デザイン事務所 所長
鳥取県 坂口　吉平 株式会社山陰放送 代表取締役社長

同 佐々木さゆり 有限会社ＳＫプラン 代表取締役社長
島根県 田中裕一郎 李白酒造有限会社 代表取締役社長
岡山県 金澤　　右 国立大学法人岡山大学理事・岡山大学病院長

同 佐藤　哲子 さとうファミリークリニック 勤務
同 長野　智恵 医療法人行堂会 理事

広島県 近藤　信幸 株式会社パンジー 代表取締役社長
同 中本　直美 株式会社本多 取締役
同 森本真由美 株式会社福々庵 代表取締役社長
同 山口　　徹 株式会社東洋シート 代表取締役社長
同 山本　裕美 株式会社仁保自動車 取締役

山口県 青木　淑子 株式会社扇屋 取締役
同 篠田　義仁 株式会社しのだ住研 代表取締役社長

徳島県 上原　英二 税理士
同 漆原　完次 四国放送株式会社 代表取締役会長

香川県 生駒　　学 税理士

都道府県 氏 名 職 業
香川県 山口　芳美 日本興業株式会社 取締役
愛媛県 瀬川　君子 社会保険労務士

同 羽牟　正一 株式会社テレビ愛媛 代表取締役社長
同 藤田小百合 有限会社愛光不動産 専務取締役
同 本田　元広 株式会社愛媛銀行 頭取（代表取締役）

高知県 稲田　良吉 弁護士
同 斉藤　嘉一 有限会社高知事務機 代表取締役

福岡県 荒牧　智之 九州電力株式会社 代表取締役副社長
同 飯森　範親 指揮者
同 小原　知之 九州大学大学院医学研究院 講師
同 久米　大輔 株式会社キューリン 代表取締役
同 佐々木　夢 住友林業株式会社 勤務
同 能美由希子 株式会社大東 代表取締役
同 本多　裕二 株式会社梅の花 取締役 専務執行役
同 吉戒　　孝 株式会社福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
同 渡邉　　剛 渡辺鉄工株式会社 代表取締役社長

佐賀県 杉町　慶治 株式会社佐電工 代表取締役社長
長崎県 位寄　雅雄 株式会社長崎国際テレビ 代表取締役社長

同 岡村　康司 税理士
熊本県 上田　裕子 株式会社ＡＺＵＭＡ 代表取締役社長

同 宮本　律夫 税理士
大分県 下田　憲雄 大分大学経済学部教授・大分大学副学長

同 山本　輝彦 株式会社西日本新聞広告社大分 代表取締役社長
宮崎県 平野　亘也 株式会社宮崎銀行 代表取締役頭取

鹿児島県 岡　　恒憲 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 代表取締役社長
沖縄県 玉城　義昭 株式会社沖縄銀行 代表取締役頭取

◆審議員�〈五十音順、敬称略　平成29年7月4日現在〉
安藤　隆春 元警察庁長官
泉本小夜子 公認会計士
岩沙　弘道 三井不動産株式会社 代表取締役会長
牛尾奈緒美 明治大学 副学長 情報コミュニケーション学部教授
梅村　　充 元ヤマハ株式会社代表取締役社長
岡　　正晶 梶谷綜合法律事務所 代表弁護士
岡　　素之 住友商事株式会社 相談役
奥　　正之 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 名誉顧問
加藤　隆俊 公益財団法人国際金融情報センター 理事長
見城美枝子 青森大学 副学長・エッセイスト・ジャーナリスト

河野　栄子 元株式会社リクルート代表取締役社長・会長
十倉　雅和 住友化学株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
松澤　佑次 一般財団法人住友病院 院長
松下　正幸 パナソニック株式会社 取締役副会長
米山　高生 東京経済大学経営学部 教授

江口　　忍 名古屋学院大学現代社会学部 教授
穀田　有一 税理士
田村　直樹 株式会社タムラ製作所 代表取締役社長
辻村　　肇 ナカバヤシ株式会社 代表取締役社長
鶴田　直之 福岡大学工学部電子情報工学科 教授

中川由紀子 株式会社廣済堂 勤務
早瀬　　昇 認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター 代表理事
水本　伸子 株式会社ＩＨＩ 常務執行役員
山川　敦子 野村證券株式会社 勤務
渡辺　昭典 弁護士

◆総代候補者選考委員�〈五十音順、敬称略　平成29年7月4日現在〉　
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◆社員の構成（平成29年3月31日現在）

◆審議員の構成（平成29年7月4日現在）

① 年齢別構成
年 齢 構成比率

    〜29（歳） 6.1（%）
30〜39 12.2
40〜49 21.9
50〜59 21.3
60〜69 20.6
70〜 17.8

② 地域別構成
地 域 構成比率
北海道 3.0（%）
東　北 7.8
関　東 28.4
中　部 17.2
近　畿 22.2
中　国 6.4
四　国 4.6
九　州 10.6

③ 保険種類別構成（契約件数）
保険種類 構成比率

個
人
保
険

死亡保険

終身保険 13.1（%）
定期付終身保険 15.4
利率変動型積立終身保険 26.5
定期保険 0.9
その他 4.3

生死混合
保険

養老保険 3.7
定期付養老保険 0.5
生存給付金付定期保険 1.5
その他 2.4

生存保険 0.1
個人年金保険 31.6

（注）剰余金の分配（社員配当金）のない保険契約を除いております。

※�社員の職業別構成及び社員資格取得時期別構成に
関するデータは保有していません。

◆総代の構成（平成29年4月1日現在）
① 年齢別構成

年 齢 構成比率
    〜29（歳） 0.6（%）
30〜39 5.6
40〜49 29.1
50〜59 31.8
60〜69 31.3
70〜 1.7

年齢別構成
年 齢 人 数 

    〜59（歳） 1（名）
60〜69 6
70〜 8
合　計 15（名）

② 地域別構成
地 域 構成比率
北海道 3.9（%）
東　北 4.5
関　東 31.3
中　部 12.3
近　畿 24.6
中　国 7.3
四　国 5.6
九　州 10.6 

④ 職業別構成
職 業 構成比率

会社員 17.9（%）
主婦 2.2
大学教授 6.1
言論界・ジャーナリスト 3.9
弁護士・医師 2.2
自営業者 24.0
会社役員 31.8
その他 11.7

⑤ 社員資格取得時期別構成
社員資格取得時期 構成比率

　　    　　〜平成 ８年度 34.6（%）
平成 ９年度〜平成13年度 12.3
平成14年度〜平成18年度 16.2
平成19年度〜平成23年度 22.9
平成24年度〜 14.0

③ 保険種類別構成（契約件数）
保険種類 構成比率

個
人
保
険

死亡保険

終身保険 17.6（%）
定期付終身保険 10.4
利率変動型積立終身保険 24.7
定期保険 0.5
その他 2.7

生死混合
保険

養老保険 4.3
定期付養老保険 0.0
生存給付金付定期保険 2.4
その他 4.3

生存保険 0.0
個人年金保険 33.2

（注）剰余金の分配（社員配当金）のない保険契約を除いております。
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