
 

 

２０１２年９月２８日 

郵便事業株式会社東北支社 

郵便局株式会社東北支社 

 

人事異動のお知らせ 

 

平成２４年１０月１日付の日本郵便株式会社（郵便事業株式会社と郵便局株式会社との

合併後の新会社）東北支社の人事異動について、お知らせいたします。 

 

【支 社】 

新 現 氏   名 

執行役員東北支社長 

同   郵便局本部長兼務 

郵便局株式会社執行役員東北支社長 和田 浩司 

東北支社副支社長 

同   郵便事業本部長兼務 

郵便事業株式会社東北支社長 石塚 信吉 

東北支社郵便事業本部総務部長 

同   支社長室長兼務 

郵便事業株式会社東北支社総務部長 戸巻 悟 

東北支社郵便事業本部人事要員部長 郵便事業株式会社東北支社人事要員部

長 

堀 一弘 

東北支社郵便事業本部営業部長 郵便事業株式会社東北支社営業部長 松田 義弘 

東北支社郵便事業本部オペレーショ

ン部長 

郵便事業株式会社東北支社オペレーシ

ョン部長 

加賀谷 明彦 

東北支社郵便事業本部お客さまサー

ビス推進部長 

郵便事業株式会社東北支社お客さまサ

ービス推進部長 

久慈道 孝 

東北支社郵便局本部企画部長 郵便局株式会社東北支社企画部長 内山 勇男 

東北支社郵便局本部営業本部長 郵便局株式会社東北支社営業本部長 山畑 初穂 

東北支社郵便局本部業務部長 郵便局株式会社東北支社業務部長 高橋 俊夫 

東北支社郵便局本部人事部長 郵便局株式会社東北支社人事部長 藤沢 信行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【郵便局】 

新 現 氏   名 

［青森県］   

青森西郵便局長 郵便事業株式会社青森西支店長 阿部 弘蔵 

同     副局長 郵便局株式会社青森西郵便局長 今岡 和志 

青森中央郵便局長 郵便局株式会社青森中央郵便局長 馬場 澄男 

同      副局長 郵便事業株式会社青森支店長 江畑 雄治 

八戸郵便局長 郵便局株式会社八戸郵便局長 永沢 保 

同    副局長 郵便事業株式会社八戸支店長 平栗 一美 

八戸西郵便局長 郵便事業株式会社八戸西支店長 佐藤 久光 

同     副局長 郵便局株式会社八戸西郵便局長 小笠原 直人 

三沢郵便局長 郵便事業株式会社三沢支店長 佐藤 工 

同     副局長 郵便局株式会社三沢郵便局長 中岫 昭則 

十和田郵便局長 郵便事業株式会社十和田支店長 峯田 進 

同     副局長 郵便局株式会社十和田郵便局長 荒関 浩司 

野辺地郵便局長 郵便局株式会社野辺地郵便局長 松林 操 

東北支社郵便事業本部企画役 

野辺地郵便局副局長兼務 

郵便事業株式会社野辺地支店長 森山 修一 

むつ郵便局長 郵便事業株式会社むつ支店長 鳥居 一男 

同    副局長 郵便局株式会社むつ郵便局長 橋本 正俊 

弘前郵便局長 郵便局株式会社弘前郵便局長 二階堂 明浩 

同    副局長 郵便事業株式会社弘前支店長 髙橋 啓友 

五所川原郵便局長 郵便事業株式会社五所川原支店長 原田 稔 

同      副局長 郵便局株式会社五所川原郵便局長 工藤 達哉 

［岩手県］   

釜石郵便局長 郵便事業株式会社釜石支店長 梅津 桂一 

同    副局長 郵便局株式会社釜石郵便局長 林 隆憲 

遠野郵便局長 郵便事業株式会社遠野支店長 菊池 伸 

同    副局長 郵便局株式会社遠野郵便局長 村上 敏幸 

宮古郵便局長 郵便事業株式会社宮古支店長 須藤 和也 

同    副局長 郵便局株式会社宮古郵便局長 小笠原 広 

岩泉郵便局長 郵便事業株式会社岩泉支店長 河村 清剛 

同    副局長 郵便局株式会社岩泉郵便局長 八重樫 茂徳 

水沢郵便局長 郵便事業株式会社水沢支店長 奥山 義巳 

同    副局長 郵便局株式会社水沢郵便局長 鈴木 義延 

北上郵便局長 郵便事業株式会社北上支店長 菊地 仁 

同    副局長 郵便局株式会社北上郵便局長 谷村 仁 

花巻郵便局長 郵便局株式会社花巻郵便局長 工藤 孝 

同    副局長 郵便事業株式会社花巻支店長 村上 佳令 

一関郵便局長 郵便事業株式会社一関支店長 齊藤 重信 

同    副局長 郵便局株式会社一関郵便局長 長谷部 透 

大船渡郵便局長 郵便局株式会社大船渡郵便局長 村上 三也 

東北支社郵便事業本部企画役 

大船渡郵便局副局長兼務 

郵便事業株式会社大船渡支店長 小野寺 圭一 

陸前高田郵便局長 郵便事業株式会社陸前高田支店長 田川 弘 

同      副局長 郵便局株式会社陸前高田郵便局長 佐藤 圭一 

盛岡中央郵便局長 郵便局株式会社盛岡中央郵便局長 布施 茂夫 

同      副局長 郵便事業株式会社盛岡支店長 長谷川 修 

盛岡北郵便局長 郵便事業株式会社盛岡北支店長 千田 秀侍 

同     副局長 郵便局株式会社盛岡北郵便局長 千葉 均 

 



 

新 現 氏   名 

紫波郵便局長 郵便局株式会社紫波郵便局長 吉田 幸正 

同    副局長 郵便事業株式会社紫波支店長 畠山 智 

久慈郵便局長 郵便事業株式会社久慈支店長 畠山 俊 

同    副局長 郵便局株式会社久慈郵便局長 佐々木 賢 

二戸郵便局長 郵便事業株式会社二戸支店長 淀川 紳一郎 

同    副局長 郵便局株式会社二戸郵便局長 高岡 隆 

［宮城県］   

仙台中央郵便局長 郵便局株式会社仙台中央郵便局長 松田 之宏 

同      副局長 郵便事業株式会社仙台支店長 冨田 信昭 

新仙台郵便局長 郵便事業株式会社新仙台支店長 髙峯 喜代孝 

仙台北郵便局長 郵便局株式会社仙台北郵便局長 菊池 英二 

同     副局長 郵便事業株式会社仙台北支店長 茶畑 進 

仙台東郵便局長 郵便事業株式会社仙台東支店長 新井田 福男 

同     副局長 郵便局株式会社仙台東郵便局長 渡辺 英俊 

若林郵便局長 郵便事業株式会社若林支店長 佐々城 文美 

同    副局長 郵便局株式会社若林郵便局長 渡部 一男 

泉西郵便局長 郵便局株式会社泉西郵便局長 渡辺 寛 

同    副局長 郵便事業株式会社泉西支店長 槇 好之 

泉郵便局長 郵便事業株式会社泉支店長 千葉 利夫 

同    副局長 郵便局株式会社泉郵便局長 山内 房生 

塩釜郵便局長 郵便局株式会社塩釜郵便局長 長澤 昭一 

同    副局長 郵便事業株式会社塩釜支店長 羽生 洋市 

石巻郵便局長 郵便局株式会社石巻郵便局長 伊藤 広 

同    副局長 郵便事業株式会社石巻支店長 中嶋 勉 

佐沼郵便局長 郵便事業株式会社佐沼支店長 古川 勘一 

同    副局長 郵便局株式会社佐沼郵便局長 猪又 勝浩 

気仙沼郵便局長 郵便局株式会社気仙沼郵便局長 千葉 真実 

同     副局長 郵便事業株式会社気仙沼支店長 遠藤 寿夫 

白石郵便局長 郵便局株式会社白石郵便局長 大和田 尚 

同    副局長 郵便事業株式会社白石支店長 山内 和生 

角田郵便局長 郵便局株式会社角田郵便局長 伊藤 久樹 

同    副局長 郵便事業株式会社角田支店長 新妻 俊一 

大河原郵便局長 郵便事業株式会社大河原支店長 丹野 利弘 

同     副局長 郵便局株式会社大河原郵便局長 大沼 芳則 

岩沼郵便局長 郵便事業株式会社岩沼支店長 阿部 剛 

同    副局長 郵便局株式会社岩沼郵便局長 廣田 秀則 

名取郵便局長 郵便局株式会社名取郵便局長 高橋 久 

同    副局長 郵便事業株式会社名取支店長 千葉 均 

古川郵便局長 郵便事業株式会社古川支店長 金田 靖宏 

同    副局長 郵便局株式会社古川郵便局長 藤井 稔 

築館郵便局長 郵便局株式会社築館郵便局長 菅原 善夫 

同    副局長 郵便事業株式会社築館支店長 軽部 紀夫 

［秋田県］   

秋田中央郵便局長 郵便局株式会社秋田中央郵便局長 菊池 郁夫 

同      副局長 郵便事業株式会社秋田支店長 近田 孝男 

土崎郵便局長 郵便事業株式会社土崎支店長 多田 進 

同    副局長 郵便局株式会社土崎郵便局長 高橋 秀行 

横手郵便局長 郵便局株式会社横手郵便局長 堀川 司 

同    副局長 郵便事業株式会社横手支店長 鈴木 昭 

 



 

新 現 氏   名 

大曲郵便局長 郵便局株式会社大曲郵便局長 佐藤 泰 

同    副局長 郵便事業株式会社大曲支店長 渡部 徹 

角館郵便局長 郵便局株式会社角館郵便局長 佐々木 正憲 

同    副局長 郵便事業株式会社角館支店長 太田 信広 

湯沢郵便局長 郵便事業株式会社湯沢支店長 早坂 栄幾 

同    副局長 郵便局株式会社湯沢郵便局長 藤井 浩 

本荘郵便局長 郵便事業株式会社本荘支店長 遠藤 崇 

同    副局長 郵便局株式会社本荘郵便局長 西堀 慎 

能代郵便局長 郵便事業株式会社能代支店長 宮腰 瑞也 

同    副局長 郵便局株式会社能代郵便局長 石村 雅文 

花輪郵便局長 郵便事業株式会社花輪支店長 梅木 哲 

同    副局長 郵便局株式会社花輪郵便局長 鑓水 秀二 

鷹巣郵便局長 郵便局株式会社鷹巣郵便局長 大場 法昌 

同    副局長 郵便事業株式会社鷹巣支店長 茂林 尚 

大館郵便局長 郵便局株式会社大館郵便局長 伊藤 晴康 

同    副局長 郵便事業株式会社大館支店長 安原 博司 

［山形県］   

山形中央郵便局長 郵便局株式会社山形中央郵便局長 石山 裕 

同      副局長 郵便事業株式会社山形支店長 武田 利樹 

山形南郵便局長 郵便事業株式会社山形南支店長 小野寺 英視 

同     副局長 郵便局株式会社山形南郵便局長 倉田 靖昭 

上山郵便局長 郵便事業株式会社上山支店長 外山 直喜 

同    副局長 郵便局株式会社上山郵便局長 井澤 孝宏 

天童郵便局長 郵便局株式会社天童郵便局長 佐藤 昭彦 

同    副局長 郵便事業株式会社天童支店長 倉持 祥宏 

酒田郵便局長 郵便局株式会社酒田郵便局長 佐々木 久美 

同    副局長 郵便事業株式会社酒田支店長 鈴木 康一 

鶴岡郵便局長 郵便局株式会社鶴岡郵便局長 室井 幸一 

同    副局長 郵便事業株式会社鶴岡支店長 菅原 修一 

米沢郵便局長 郵便事業株式会社米沢支店長 千葉 久雄 

同    副局長 郵便局株式会社米沢郵便局長 古宮 正幸 

長井郵便局長 郵便局株式会社長井郵便局長 渡部 憲市 

同    副局長 郵便事業株式会社長井支店長 菅野 智美 

寒河江郵便局長 郵便局株式会社寒河江郵便局長 小泉 庄栄 

同     副局長 郵便事業株式会社寒河江支店長 渡辺 啓也 

東根郵便局長 郵便事業株式会社東根支店長 菅野 善一 

同    副局長 郵便局株式会社東根郵便局長 石川 正勝 

新庄郵便局長 郵便局株式会社新庄郵便局長 三條 良政 

同    副局長 郵便事業株式会社新庄支店長 佐藤 愼二 

［福島県］   

郡山西郵便局長 郵便事業株式会社郡山西支店長 佐藤 一則 

同     副局長 郵便局株式会社郡山西郵便局長 山中 達也 

郡山南郵便局長 郵便局株式会社郡山南郵便局長 斎藤 吉之 

同     副局長 郵便事業株式会社郡山南支店長 佐々木 邦博 

郡山郵便局長 郵便局株式会社郡山郵便局長 佐藤 芳典 

同    副局長 郵便事業株式会社郡山支店長 佐藤 和男 

三春郵便局長 郵便事業株式会社三春支店長 八鍬 忠 

同    副局長 郵便局株式会社三春郵便局長 渡辺 正二 

 

 



 

新 現 氏   名 

いわき郵便局長 郵便局株式会社いわき郵便局長 吉田 英二 

同     副局長 

浪江郵便局長兼務 

郵便事業株式会社いわき支店長 兼平 智明 

小名浜郵便局長 郵便局株式会社小名浜郵便局長 増子 義夫 

同     副局長 郵便事業株式会社小名浜支店長 増田 馨 

植田郵便局長 郵便事業株式会社植田支店長 櫻井 清幸 

同    副局長 郵便局株式会社植田郵便局長 北島 伸一 

原町郵便局長 郵便事業株式会社原町支店長 小野寺 博信 

同    副局長 

浪江郵便局兼務 

郵便局株式会社原町郵便局長 藤澤 浩樹 

相馬郵便局長 郵便事業株式会社相馬支店長 矢野 博喜 

同    副局長 郵便局株式会社相馬郵便局長 鈴木 公典 

田島郵便局長 郵便局株式会社田島郵便局長 星 映 

同    副局長 郵便事業株式会社田島支店長 角谷 博英 

喜多方郵便局長 郵便事業株式会社喜多方支店長 鉄本 毅彦 

同     副局長 郵便局株式会社喜多方郵便局長 安達 勝徳 

会津若松郵便局長 郵便事業株式会社会津若松支店長 蒔田 金蔵 

同      副局長 郵便局株式会社会津若松郵便局長 熊谷 正幸 

白河郵便局長 郵便局株式会社白河郵便局長 菊地 隆夫 

同    副局長 郵便事業株式会社白河支店長 古川 正 

石川郵便局長 郵便局株式会社石川郵便局長 武藤 広幸 

同    副局長 郵便事業株式会社石川支店長 川田 敏一 

須賀川郵便局長 郵便事業株式会社須賀川支店長 佐藤 寿恵 

同     副局長 郵便局株式会社須賀川郵便局長 鳴海 俊英 

福島中央郵便局長 郵便局株式会社福島中央郵便局長 鈴木 律夫 

同      副局長 郵便事業株式会社福島支店長 安瀬 敏男 

飯坂郵便局長 郵便事業株式会社飯坂支店長 井砂 勝利 

同    副局長 郵便局株式会社飯坂郵便局長 川村 静雄 

福島東郵便局長 郵便事業株式会社福島東支店長 力丸 広 

同     副局長 郵便局株式会社福島東郵便局長 岩崎 淳 

二本松郵便局長 郵便事業株式会社二本松支店長 赤井 貞三 

同     副局長 郵便局株式会社二本松郵便局長 高橋 桂三 

 

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便事業株式会社東北支社 

総務部（広報担当） 

電 話 ： 022－267－7654（直通） 

ＦＡＸ ： 022－262－1447 

 

郵便局株式会社東北支社 

企画部 (広報担当) 

電 話 ： 022－267－7354（直通） 

ＦＡＸ ： 022－261－1035 


