
 

 

２０１１年３月３１日 

    

九 州 支 社 

    

 

人事異動人事異動人事異動人事異動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

郵便事業株式会社九州支社の人事異動について、次のとおり、お知らせいたします。 

 

（平成２３年４月１日付） 

【九州支社】   

(新) (現) (氏名) 

九州支社総務部長 九州支社集配輸送部長 龍 芳成 

九州支社お客さまサービス推進部長 甘木支店長 田代 博章 

九州支社オペレーション部長 九州支社総務部担当部長 

(財務担当) 

小原田 公也 

九州支社集配輸送部長 九州支社お客さまサービス推進部長 折田 耕作 

九州支社営業部長 杵築支店長 日高 真一 

九州支社総務部担当部長 

(財務担当) 

長崎東支店長 三原 博之 

九州支社総務部担当部長 

(厚生労働担当) 

九州支社専門役 堀内 計徳 

九州支社営業部担当部長 

(法人営業担当) 

九州支社営業部課長 西 一雅 

   

   

（平成２３年４月１日付）   

【支店】   

(新) (現) (氏名) 

新福岡支店長 飯塚支店長 湯地 和彦 

北九州支店長 長崎支店長 水流 祥智 

飯塚支店長 小倉西支店長 鈴木 尚志 

久留米支店長 九州支社営業部長 竹内 聴 

博多南支店長 佐賀支店長 川波 浩 

筑紫支店長 本社国内営業統括本部担当部長 信田 篤 

城南支店長 西彼杵支店長 奥 龍一 

福岡南支店長 久留米支店長 長田 国博 

   



(新) (現) (氏名) 

早良支店長 九州支社営業部担当部長 

(法人営業担当) 

尾崎 功修 

八幡南支店長 熊本支店長 由見 秀治 

福岡支店業務企画室長 九州支社営業部課長 三村 康晴 

粕屋南支店長 二島支店長 前田 政治 

筑紫野支店長 日宇支店長 森山 政利 

宗像支店長 鹿屋支店長 安藤 年雄 

行橋支店長 豊前支店長 荒木 善晴 

直方支店長 戸畑支店長 池田 郁雄 

和白支店長 鹿児島支店業務企画室長 東 千治 

古賀支店長 久留米東支店郵便課長 井手 誠治 

豊前支店長 本社国内営業統括本部課長 杉本 一彦 

北九州支店業務企画室長 古賀支店長 宮本 誠 

門司支店長 北九州支店業務企画室長 長 勝寿 

小倉西支店長 佐賀支店郵便課長 東名 幸雄 

八幡支店長 伊万里支店長 下村 素直 

曽根支店長 肥後大津支店長 平野 修市 

八幡西支店長 水俣支店長 七夕 利隆 

戸畑支店長 直方支店長 田元 恵 

若松支店長 日向支店長 石井 浩 

二島支店長 佐世保支店業務企画室長 三島 由美 

中間支店長 博多支店業務企画室長 川北 和成 

久留米東支店業務企画室長 福岡支店業務企画室長 西村 幸夫 

大牟田支店長 博多南支店長 湯田 友二 

甘木支店長 大分東支店業務企画室長 中原 浩二 

福岡会計事務センター長 行橋支店長 大村 義隆 

   

   

佐賀支店長 都城支店長 甲斐 祥倫 

唐津支店長 国分支店長 坂上 裕邦 

伊万里支店長 宇佐四日市支店長 岡崎 浩 

鹿島支店長 本社監査役室課長 大阿久 泰徳 

   

   

大村支店長 筑紫支店長 吉良 安弘 

長崎支店長 別府支店長 大串 茂喜 

佐世保支店長 九州支社総務部長 星子 康正 

長崎北支店長 門司支店長 赤星 芳樹 

西彼杵支店長 熊本東支店業務企画室長 福島 信一 

諫早支店長 若松支店長 高濱 誠之 

福江支店長 九州支社営業部課長 川口 直也 

長崎東支店長 福江支店長 内園 勝博 

日宇支店長 本社オペレーション統括本部課長 新倉 宗高 

   



(新) (現) (氏名) 

熊本支店長 諫早支店長 山川 泰二 

八代支店長 臼杵支店長 中田 博文 

山鹿支店長 名瀬支店長 幸野 邦生 

肥後大津支店長 日南支店長 沢村 泰 

菊池支店長 城南支店長 谷口 信一 

熊本東支店業務企画室長 鹿児島支店郵便課長 森崎 弘敏 

人吉支店長 別府支店第一集配営業課長 三辻 秀明 

水俣支店長 九州支社集配輸送部課長 天願 浩巳 

   

   

別府支店長 八幡支店長 山本 晃弘 

大分東支店業務企画室長 九州支社オペレーション部課長 岩村 啓充 

宇佐四日市支店長 佐賀支店第一集配営業課長 田中 高則 

臼杵支店長 菊池支店長 中野 栄二 

杵築支店長 山鹿支店長 大坪 博也 

   

   

宮崎支店長 北九州支店長 迫野 秀徳 

都城支店長 鹿児島南支店長 村田 充 

宮崎支店業務企画室長 九州支社総務部課長 山口 武浩 

日南支店長 宮崎支店第一集配営業課長 中村 忠文 

日向支店長 久留米東支店業務企画室長 白石 文彦 

   

   

鹿児島支店業務企画室長 大村支店郵便課長 平田 昭宏 

鹿児島東支店長 本社国際事業本部国際事業部課長 福島 一昭 

鹿児島南支店長 九州支社オペレーション部長 詫磨 孝一 

国分支店長 九州支社総務部担当部長 

(厚生労働担当) 

木山 晃 

名瀬支店長 鹿島支店長 清河 吉信 

鹿屋支店長 筑紫野支店長 井上 保則 

加世田支店長 人吉支店長 石原 司 

枕崎支店長 八代支店長 山川 武敏 

   

                                           以 上 

 

 

【お問い合わせ先】 

郵便事業株式会社 

九州支社 総務部 広報担当 （宮原、今村） 

電話：０９６－３２８－５３８１ 

 


