
 

 

 

2012 年 3 月 30 日 

郵便局株式会社 東海支社 

 

 

人事異動のお知らせ 

 

郵便局株式会社 東海支社（愛知県名古屋市中区、支社長 栗田 純一）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 24 年 4 月 1 日付） 

 

（新） （現） （氏 名） 

東海支社業務部長 東海コンプライアンス室長 山中 賢一 

岐阜西郵便局郵便局長 名古屋港郵便局営業部部長 廣野 敦 

岐阜北郵便局郵便局長 多治見郵便局郵便局長 纐纈 孝志 

岐阜中央郵便局郵便局長 高山郵便局郵便局長 野村 清和 

美濃郵便局郵便局長 多治見郵便局営業部部長 土屋 哲夫 

各務原郵便局郵便局長 緑郵便局郵便局長 浅見 康之 

足近郵便局郵便局長 揖斐川郵便局郵便局長 中井 清征 

平田郵便局郵便局長 池田郵便局郵便局長 中島 精道 

養老郵便局郵便局長 
岐阜中央郵便局お客さまサービス

部部長 
岡本 政宗 

垂井郵便局郵便局長 
伊勢郵便局お客さまサービス部部

長 
大橋 和幸 

大垣郵便局郵便局長 一宮郵便局郵便局長 桑原 一衛 

大野郵便局郵便局長 海津郵便局郵便局長 板橋 哲也 

美濃加茂郵便局郵便局長 可児郵便局郵便局長 波多野 博幸 

可児郵便局郵便局長 沼津郵便局郵便局長 鈴木 稔 

多治見郵便局郵便局長 名古屋東郵便局郵便局長 浅野 英穂 



   （新） 

土岐郵便局郵便局長 

   （現） 

木曽川郵便局郵便局長 

（氏 名） 

鶴岡 哲哉 
 
瑞浪郵便局郵便局長 

 
各務原郵便局郵便局長 

 
丹羽 久幸 

恵那郵便局郵便局長 田原郵便局郵便局長 森田 英治 

高山郵便局郵便局長 常滑郵便局郵便局長 春日 道義 

飛騨古川郵便局郵便局長 国府郵便局郵便局長 門 恭二 

浜松西郵便局郵便局長 津島郵便局郵便局長 山本 功 

浜松郵便局郵便局長 袋井郵便局郵便局長 内山 滋 

浜松東郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 黒渕 英文 

浜北郵便局郵便局長 豊田北郵便局郵便局長 河合 文隆 

積志郵便局郵便局長 豊橋南郵便局営業部部長 伊藤 稔 

舞阪郵便局郵便局長 浜松郵便局郵便局長 鈴木 一美 

湖西郵便局郵便局長 東海北郵便局郵便局長 北川 雅巳 

浜松北郵便局郵便局長 長久手郵便局郵便局長 高橋 康宏 

磐田郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 山口 功 

袋井郵便局郵便局長 裾野郵便局郵便局長 高橋 清三 

浜岡郵便局郵便局長 函南郵便局郵便局長 木村 光晴 

相良郵便局郵便局長 久居郵便局郵便局長 諏訪 倫弘 

藤枝郵便局郵便局長 島田郵便局郵便局長 川口 和男 

島田郵便局郵便局長 愛知監査室主任監 山梨 浩 

清水郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 朝倉 久男 

静岡中央郵便局郵便局長 清水郵便局郵便局長 恒松 国司 

静岡南郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 寺田 高志 

静岡西郵便局郵便局長 浜岡郵便局郵便局長 小柳津 浩 

富士宮郵便局郵便局長 富士郵便局郵便局長 鈴木 睦雄 

吉原郵便局郵便局長 中村郵便局郵便局長 黒宮 正夫 

富士郵便局郵便局長 浜松東郵便局郵便局長 古屋 秀樹 



   （新） 

沼津郵便局郵便局長 

   （現） 

磐田郵便局郵便局長 

（氏 名） 

八木 房雄 
 
裾野郵便局郵便局長 

 
相良郵便局郵便局長 

 
天野 悦美 

三島郵便局郵便局長 大垣郵便局郵便局長 坂神 康則 

函南郵便局郵便局長 積志郵便局郵便局長 佐原 昭彦 

千種郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 森川 正樹 

名東郵便局郵便局長 土岐郵便局郵便局長 向田 三男 

名古屋東郵便局郵便局長 東浦郵便局郵便局長 神谷 辰夫 

名古屋北郵便局郵便局長 千種郵便局郵便局長 今井 敏雄 

名古屋中央郵便局郵便局長 岡崎郵便局郵便局長 神村 国光 

中村郵便局郵便局長 犬山郵便局郵便局長 森島 健治 

中川郵便局郵便局長 鈴鹿郵便局郵便局長 別所 建二 

熱田郵便局郵便局長 上野郵便局郵便局長 小菅 富雄 

緑郵便局郵便局長 瑞浪郵便局郵便局長 筧 久徳 

昭和郵便局郵便局長 名張郵便局郵便局長 桑原 和輝 

津島郵便局郵便局長 豊橋郵便局郵便局長 松河 秀典 

祖父江郵便局郵便局長 美濃郵便局郵便局長 伊藤 隆 

一宮郵便局郵便局長 豊田高岡郵便局郵便局長 鈴木 理介 

木曽川郵便局郵便局長 白子郵便局郵便局長 井村 秀幸 

江南郵便局郵便局長 熱田郵便局郵便局長 山下 孝子 

犬山郵便局郵便局長 垂井郵便局郵便局長 杉山 勝敏 

岩倉郵便局郵便局長 尾鷲郵便局郵便局長 大矢 亘 

甚目寺郵便局郵便局長 尾張旭郵便局郵便局長 浅野 憲行 

高蔵寺郵便局郵便局長 桑名郵便局郵便局長 武田 高司 

瀬戸郵便局郵便局長 四日市郵便局郵便局長 小川 正人 

長久手郵便局郵便局長 静岡西郵便局郵便局長 小坂 隆彰 

尾張旭郵便局郵便局長 湖西郵便局郵便局長 近藤 靖久 



   （新） 

東海南郵便局郵便局長 

   （現） 

祖父江郵便局郵便局長 

（氏 名） 

柏木 由利子 
 
東海北郵便局郵便局長 

 
美濃加茂郵便局郵便局長 

 
土屋 秀幸 

東浦郵便局郵便局長 高浜郵便局郵便局長 森田 裕三 

常滑郵便局郵便局長 養老郵便局郵便局長 服部 正志 

知多郵便局郵便局長 東海支社営業本部課長 坂部 元博 

半田郵便局郵便局長 富士宮郵便局郵便局長 桐山 典久 

碧南郵便局郵便局長 知多郵便局郵便局長 柳田 一夫 

高浜郵便局郵便局長 熊野郵便局郵便局長 新美 清彦 

安城郵便局郵便局長 中川郵便局郵便局長 坂井 俊雄 

幸田郵便局郵便局長 舞阪郵便局郵便局長 松野 眞 

岡崎郵便局郵便局長 豊橋南郵便局郵便局長 下村 明義 

豊田北郵便局郵便局長 岐阜西郵便局郵便局長 河島 正典 

豊田郵便局郵便局長 豊川郵便局郵便局長 初瀬 誠 

豊田高岡郵便局郵便局長 恵那郵便局郵便局長 西尾 公宏 

蒲郡郵便局郵便局長 新城郵便局郵便局長 社本 和也 

豊川郵便局郵便局長 江南郵便局郵便局長 小島 照男 

田原郵便局郵便局長 東海支社業務指導部課長 恩田 泰正 

豊橋南郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 野村 真弘 

豊橋郵便局郵便局長 東海支社営業本部担当部長 荒川 清 

新城郵便局郵便局長 亀山郵便局郵便局長 高本 成樹 

桑名郵便局郵便局長 松阪郵便局郵便局長 梅田 篤 

四日市郵便局郵便局長 静岡中央郵便局郵便局長 飯田 賢 

鈴鹿郵便局郵便局長 名東郵便局郵便局長 林 公男 

白子郵便局郵便局長 東海南郵便局郵便局長 鈴木 常明 

亀山郵便局郵便局長 川崎郵便局郵便局長 谷口 幸治 

津中央郵便局郵便局長 東海支社地区統括部長 宮田 幸男 



   （新） 

名張郵便局郵便局長 

   （現） 

甚目寺郵便局郵便局長 

（氏 名） 

林 宏 
 
久居郵便局郵便局長 

 
東海支社地区副部長 

 
田中 真史 

松阪郵便局郵便局長 安城郵便局郵便局長 市川 宏 

上野郵便局郵便局長 浜松北郵便局郵便局長 下村 晋也 

鳥羽郵便局郵便局長 
津中央郵便局お客さまサービス部

部長 
佐久間 満典 

尾鷲郵便局郵便局長 北輪内郵便局郵便局長 佐藤 直哉 

熊野郵便局郵便局長 五郷郵便局郵便局長 門 明弘 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便局株式会社東海支社企画部総務担当 

〔直通〕052-963-6202 

〔F A X〕052-961-6799 

 

【お客さまのお問い合わせ先】 

郵便局株式会社東海支社人事部 

〔直通〕052-963-6130 


