
 

 

 

2012年9月28日 

郵便事業株式会社北海道支社 

郵便局株式会社北海道支社 

 

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）北海道支社の人事異動について、お知らせします。 

【支 社】 

新 現 氏   名 

執行役員北海道支社長 

同  郵便局本部長兼務 

郵便局株式会社執行役員 

北海道支社長 

小野寺 敦子 

北海道支社副支社長 

同  郵便事業本部長兼務 

郵便事業株式会社北海道支社長 熊谷 義昭 

北海道支社支社長室長 

同  郵便事業本部総務部長兼務 

郵便事業株式会社北海道支社 

総務部長 

富田 正美 

北海道支社郵便事業本部副本部長 

札幌中央郵便局副局長兼務 

郵便事業株式会社札幌支店長 安藤 賢一 

北海道支社郵便事業本部企画役 

厚別郵便局副局長兼務 

郵便事業株式会社厚別支店長 細川 米重 

北海道支社郵便事業本部企画役 

山鼻郵便局副局長兼務 

郵便事業株式会社山鼻支店長 岩倉 眞次 

北海道支社郵便事業本部 

お客さまサービス推進部長 

郵便事業株式会社北海道支社 

お客さまサービス推進部長 

幸谷 克裕 

北海道支社郵便事業本部 

オペレーション部長 

郵便事業株式会社北海道支社 

オペレーション部長 

野村 昭広 

北海道支社郵便事業本部 

集配企画部長 

郵便事業株式会社北海道支社 

集配企画部長 

羽沢 弘幸 

北海道支社郵便事業本部 

営業部長 

郵便事業株式会社北海道支社 

営業部長 

松本 芳夫 

北海道支社郵便局本部 

企画部長 

郵便局株式会社北海道支社 

企画部長 

栗村 龍巳 

北海道支社郵便局本部 

営業本部長 

郵便局株式会社北海道支社 

営業本部長 

三森 雄治 

北海道支社郵便局本部 

業務部長 

郵便局株式会社北海道支社 

業務部長 

笠井 裕之 

北海道支社郵便局本部 

人事部長 

郵便局株式会社北海道支社 

人事部長 

千葉 格 

 

 



【郵便局】 

新 現 氏   名 

札幌中央郵便局長 郵便局株式会社札幌中央郵便局長 濱口 弘喜 

帯広郵便局長 郵便事業株式会社帯広支店長 伊藤 裕 

同    副局長 郵便局株式会社帯広郵便局長 和田 忠敏 

苫小牧郵便局長 郵便事業株式会社苫小牧支店長 亀田谷 勝彦 

同    副局長 郵便局株式会社苫小牧郵便局長 山本 敬一 

函館中央郵便局長 郵便事業株式会社函館支店長 沼沢 東三 

同    副局長 郵便局株式会社函館中央郵便局長 須貝 資宏 

旭川東郵便局長 郵便事業株式会社旭川東支店長 天満 勝良 

同    副局長 郵便局株式会社旭川東郵便局長 佐々木 洋一 

北見郵便局長 郵便事業株式会社北見支店長 細井 功 

同    副局長 郵便局株式会社北見郵便局長 伊藤 俊博 

釧路中央郵便局長 郵便局株式会社釧路中央郵便局長 表 秀幸 

同    副局長 郵便事業株式会社釧路支店長 金岩 雅信 

旭川中央郵便局長 郵便局株式会社旭川中央郵便局長 坂本 武 

同    副局長 郵便事業株式会社旭川支店長 有馬 仁 

厚別郵便局長 郵便局株式会社厚別郵便局長 小林 広美 

札幌白石郵便局長 郵便局株式会社札幌白石郵便局長 後藤 雅昭 

同    副局長 郵便事業株式会社札幌白石支店長 笠島 正人 

札幌西郵便局長 郵便局株式会社札幌西郵便局長 南谷 恵一 

同    副局長 郵便事業株式会社札幌西支店長 越前谷 靖 

山鼻郵便局長 郵便局株式会社山鼻郵便局長 吉田 聰 

豊平郵便局長 郵便局株式会社豊平郵便局長 上村 好広 

同    副局長 郵便事業株式会社豊平支店長 高見 昇 

小樽郵便局長 郵便局株式会社小樽郵便局長 光永 明仁 

同    副局長 郵便事業株式会社小樽支店長 福田 和博 

岩見沢郵便局長 郵便事業株式会社岩見沢支店長 米田 健司 

同    副局長 郵便局株式会社岩見沢郵便局長 松田 芳則 

札幌北郵便局長 郵便局株式会社札幌北郵便局長 島崎 俊廣 

同    副局長 郵便事業株式会社札幌北支店長 上田 彰一 

札幌南郵便局長 郵便事業株式会社札幌南支店長 安芸 秀男 

同    副局長 郵便局株式会社札幌南郵便局長 江尻 清 

丘珠郵便局長 郵便事業株式会社丘珠支店長 中川 努 

同    副局長 郵便局株式会社丘珠郵便局長 堂林 政寿 

札幌東郵便局長 郵便事業株式会社札幌東支店長 丸山 隆 

同    副局長 郵便局株式会社札幌東郵便局長 菊池 謙一 

手稲郵便局長 郵便事業株式会社手稲支店長 青木 一夫 

同    副局長 郵便局株式会社手稲郵便局長 早川 友二 

滝川郵便局長 郵便事業株式会社滝川支店長 北林 祐一 

同    副局長 郵便局株式会社滝川郵便局長 佐々木 和成 

倶知安郵便局長 郵便事業株式会社倶知安支店長 辻本 進一 

同    副局長 郵便局株式会社倶知安郵便局長 今井 晃 

長万部郵便局長 郵便事業株式会社長万部支店長 本田 美晴 

同    副局長 郵便局株式会社長万部郵便局長 鹿田 隆司 



網走郵便局長 郵便事業株式会社網走支店長 高橋 寿実 

同    副局長 郵便局株式会社網走郵便局長 土田 弘二 

函館北郵便局長 郵便局株式会社函館北郵便局長 藤原 都茂子 

同    副局長 郵便事業株式会社函館北支店長 立田 一実 

千歳郵便局長 郵便事業株式会社千歳支店長 鎌田 忠 

同    副局長 郵便局株式会社千歳郵便局長 森内 聡 

篠路郵便局長 郵便局株式会社篠路郵便局長 板倉 利知子 

同    副局長 郵便事業株式会社篠路支店長 坂下 敏彦 

遠軽郵便局長 郵便局株式会社遠軽郵便局長 佐々木 正 

同    副局長 郵便事業株式会社遠軽支店長 木村 昌裕 

留萌郵便局長 郵便事業株式会社留萌支店長 高橋 郁夫 

同    副局長 郵便局株式会社留萌郵便局長 佐藤 智章 

稚内郵便局長 郵便局株式会社稚内郵便局長 寺越 宏充 

同    副局長 郵便事業株式会社稚内支店長 岡田 雅弘 

釧路西郵便局長 郵便事業株式会社釧路西支店長 小薮 信 

同    副局長 郵便局株式会社釧路西郵便局長 伊藤 博章 

中標津郵便局長 郵便事業株式会社中標津支店長 瀧坪 光二 

同    副局長 郵便局株式会社中標津郵便局長 国田 清安 

富良野郵便局長 郵便事業株式会社北海道支社 

総務部調整役 

土橋 眞二 

同    副局長 郵便局株式会社富良野郵便局長 太田 英樹 

石狩郵便局長 郵便事業株式会社石狩支店長 渡辺 誠一 

同    副局長 郵便局株式会社石狩郵便局長 森谷 秀樹 

東室蘭郵便局長 郵便事業株式会社東室蘭支店長 高石 典幸 

同    副局長 郵便局株式会社東室蘭郵便局長 木幡 猛 

名寄郵便局長 郵便事業株式会社名寄支店長 渋井 義文 

同    副局長 郵便局株式会社名寄郵便局長 高橋 一之 

音威子府郵便局長 郵便事業株式会社音威子府支店長 齋藤 秀雄 

同    副局長 郵便局株式会社音威子府郵便局長 田中 義博 

野幌郵便局長 郵便局株式会社野幌郵便局長 吉崎 孝俊 

同    副局長 郵便事業株式会社野幌支店長 野村 孝之 

恵庭郵便局長 郵便局株式会社恵庭郵便局長 細目 晋司 

同    副局長 郵便事業株式会社恵庭支店長 手嶋 敏朗 

江差郵便局長 郵便事業株式会社江差支店長 増田 信夫 

同    副局長 郵便局株式会社江差郵便局長 長谷川 敦 

江別郵便局長 郵便局株式会社江別郵便局長 西田 茂 

同    副局長 郵便事業株式会社江別支店長 兼平 芳則 

函館東郵便局長 郵便局株式会社函館東郵便局長 大倉 貴紫郎 

同    副局長 郵便事業株式会社函館東支店長 大川 由朗 

根室郵便局長 郵便事業株式会社根室支店長 梶原 操 

同    副局長 郵便局株式会社根室郵便局長 渋谷 真司 

永山郵便局長 郵便局株式会社永山郵便局長 黒川 聡 

同    副局長 郵便事業株式会社永山支店長 吉川 洋 

登別郵便局長 郵便事業株式会社登別支店長 松澤 一範 

同    副局長 郵便局株式会社登別郵便局長 中村 美仁 



余市郵便局長 郵便事業株式会社余市支店長 土畠 聡 

同    副局長 郵便局株式会社余市郵便局長 工藤 健一 

室蘭郵便局長 郵便局株式会社室蘭郵便局長 蛯子 強 

同    副局長 郵便事業株式会社室蘭支店長 黒滝 寿 

音更郵便局長 郵便事業株式会社音更支店長 前田 敏 

同    副局長 郵便局株式会社音更郵便局長 本田 雅彦 

西帯広郵便局長 郵便局株式会社西帯広郵便局長 田代 賢次 

同    副局長 郵便事業株式会社西帯広支店長 河本 一男 

北広島郵便局長 郵便局株式会社北広島郵便局長 山本 玲子 

同    副局長 郵便事業株式会社北広島支店長 阪内 彰 

砂川郵便局長 郵便事業株式会社砂川支店長 小野 宏喜 

同    副局長 郵便局株式会社砂川郵便局長 大矢 努 

伊達郵便局長 郵便事業株式会社伊達支店長 小林 篤司 

同    副局長 郵便局株式会社伊達郵便局長 戸鼻 孝司 

美唄郵便局長 郵便事業株式会社美唄支店長 東村 松雄 

同    副局長 郵便局株式会社美唄郵便局長 徳山 大 

深川郵便局長 郵便事業株式会社北海道深川 

支店長 

前田 隆三 

同    副局長 郵便局株式会社深川郵便局長 辻村 邦英 

士別郵便局長 郵便局株式会社士別郵便局長 宮島 貢 

同    副局長 郵便事業株式会社士別支店長 菊地 茂 

紋別郵便局長 郵便事業株式会社紋別支店長 野本 貢 

同    副局長 郵便局株式会社紋別郵便局長 島 昭夫 

美幌郵便局長 郵便事業株式会社美幌支店長 永田 規剛 

同    副局長 郵便局株式会社美幌郵便局長 榊原 孝博 

 

 

 

 【報道関係の方のお問い合わせ先】  

郵便事業株式会社北海道支社 郵便局株式会社北海道支社  
総務部（総務・広報担当） 企画部 (総務・広報担当) 

 電 話 ： 011－214－4204（直通） 電 話 ： 011－214－4010（直通） 
 

ＦＡＸ ： 011－214－4227 ＦＡＸ ： 011－214－4404 


