
 

2 0 1 3年 3月 29日 

日本郵便株式会社 

東 海 支 社 

 

人事異動のお知らせ 

 

日本郵便株式会社 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25年4月1日付） 

（新）  （現）  （氏 名） 

東海支社長  本社郵便局総本部総務部長  大塚 茂夫 

東海支社副支社長 

東海支社郵便局本部長 兼務 

 
東海支社郵便局本部営業本部長 

 
中本 薫 

東海支社支社長室総務部長  東海支社郵便事業本部総務部長  萩原 良久 

東海支社支社長室人事部長 
 東海支社郵便局本部人事部担当

部長 

 
浅井 一人 

東海支社郵便事業本部事業管

理部長 

 
東海支社郵便事業本部営業部長 

 
堀 悟 

東海支社郵便事業本部基盤整

備推進部長 

 東海支社郵便事業本部要員企画

部担当部長 

 
松島 功治 

東海支社郵便事業本部営業部

長 

 東海支社郵便事業本部要員企画

部長 

 
大竹 出 

東海支社郵便局本部事業管理

部長 

 
東海支社郵便局本部人事部長 

 
山本 雅道 

東海支社郵便局本部営業部長 
 東海支社郵便局本部営業本部 

担当部長 

 
松永 桂治 

     

岐阜中央郵便局長  静岡南郵便局長  小林 弘章 

岐阜北郵便局長  高山郵便局副局長  春日 道義 

岐阜西郵便局長  恵那郵便局副局長  森田 英治 



（新）  （現）  （氏 名） 

各務原東郵便局長  羽島郵便局長  原 文治 

各務原郵便局長  各務原郵便局副局長  中齋 優 

関郵便局長  羽島郵便局副局長  上村 隆盛 

郡上八幡郵便局長  美濃郵便局副局長  堅田 豊孝 

羽島郵便局長  笠松郵便局副局長  小見山 裕史 

笠松郵便局長  各務原東郵便局長  本郷 彰 

大垣郵便局長  岐阜中央郵便局副局長  野村 清和 

北方郵便局長  岩倉郵便局長  大矢 亘 

穂積郵便局長  北方郵便局長  溝口 裕司 

垂井郵便局長  田原郵便局副局長  恩田 泰正 

多治見郵便局長  名古屋港郵便局副局長  清水 勲 

美濃加茂郵便局長  豊川郵便局副局長  小島 照男 

可児郵便局長  松阪郵便局副局長  市川 宏 

土岐郵便局長  瀬戸郵便局長  小川 正人 

高山郵便局長  碧南郵便局副局長  鈴木 直人 

浜松西郵便局長  昭和郵便局長  西口 茂一 

浜松郵便局長  名古屋南郵便局副局長  高賀 直也 

浜松東郵便局長  三島郵便局長  坂神 康則 

積志郵便局長  田原郵便局長  鈴木 一壽 

浜北郵便局長 
 東海支社郵便局本部営業本部 

担当部長 

 
浅野 正人 

湖西郵便局長  掛川郵便局副局長  奥山 宏 

浜松北郵便局長 
 東海支社郵便局本部支社地区統

括部長 

 
池谷 芳巳 

袋井郵便局長  袋井郵便局副局長  鈴木 公和 

掛川郵便局長  伊東郵便局長  滝井 智 

金谷郵便局長  金谷郵便局副局長  白鳥 健吉 

相良郵便局長  藤枝郵便局長  川口 和男 

静岡中央郵便局長  東海支社副支社長  小林 秀夫 

藤枝郵便局長  稲沢郵便局副局長  翠 真佐夫 



（新）  （現）  （氏 名） 

島田郵便局長  千種郵便局副局長  森川 正樹 

焼津郵便局長  焼津郵便局副局長  藤田 憲正 

清水郵便局長  沼津郵便局副局長  八木 房雄 

静岡南郵便局長  大垣郵便局長  近藤 聡 

静岡西郵便局長  静岡西郵便局副局長  宮森 晃一 

富士宮郵便局長  東海北郵便局副局長  土屋 秀幸 

吉原郵便局長  千種郵便局長  小泉 豊久 

富士郵便局長  富士宮郵便局副局長  齋藤 敦史 

御殿場郵便局長  裾野郵便局長  小林 正弘 

裾野郵便局長  富士郵便局長  古屋 秀樹 

沼津西郵便局長  沼津西郵便局副局長  下西 康行 

三島郵便局長  静岡中央郵便局長  恒松 国司 

熱海郵便局長  東海北郵便局長  佐野 設夫 

伊東郵便局長  御殿場郵便局長  塩沢 脩一 

下田郵便局長  富士郵便局副局長  葛西 秀雄 

函南郵便局長  相良郵便局副局長  諏訪 倫弘 

千種郵便局長  名古屋東郵便局長  田原 智志 

名東郵便局長  岡崎郵便局長  下村 明義 

名古屋東郵便局長  甚目寺郵便局長  浅野 憲行 

名古屋中郵便局長  多治見郵便局長  深尾 佳正 

中村郵便局長  津島郵便局副局長  熊谷 聡志 

昭和郵便局長  名古屋中郵便局長  松井 貢 

名古屋神宮郵便局長  岐阜中央郵便局長  福井 亮二 

名古屋港郵便局長  富士宮郵便局長  鈴木 睦雄 

熱田郵便局長 
 東海支社郵便事業本部総務部 

担当部長 

 
中橋 信司 

名古屋南郵便局長  小牧郵便局長  中島 昭彦 

緑郵便局長  緑郵便局副局長  山口 晴康 

天白郵便局長  熱田郵便局副局長  分部 弘道 

東海北郵便局長  扶桑郵便局長  野田 昇嗣 



（新）  （現）  （氏 名） 

東海南郵便局長  蒲郡郵便局長  社本 和也 

大府郵便局長  大府郵便局副局長  彦坂 日出夫 

常滑郵便局長  常滑郵便局副局長  三浦 高博 

知多郵便局長  守山郵便局副局長  土田 政明 

半田郵便局長  安城郵便局副局長  明石 浩 

一宮郵便局長  津中央郵便局副局長  山田 一人 

弥富郵便局長  知立郵便局長  河野 繁秋 

蟹江郵便局長  東員郵便局長  下和田 寛厚 

甚目寺郵便局長  甚目寺郵便局副局長  石田 努 

稲沢郵便局長  浜北郵便局長  河合 文隆 

木曽川郵便局長 
 東海支社郵便局本部支社地区統

括部長 

 
太田 雄三 

江南郵便局長  関郵便局副局長  野村 友志 

扶桑郵便局長  萩原郵便局副局長  林 立樹 

岩倉郵便局長  碧南郵便局長  柳田 一夫 

犬山郵便局長 
 東海支社郵便局本部支社地区統

括部長 

 
大田 薫 

祖父江郵便局長  新城郵便局長  高本 成樹 

春日井郵便局長  東海支社郵便局本部企画部長  奥村 許幸 

西春郵便局長  江南郵便局長  山下 孝子 

小牧郵便局長  小牧郵便局副局長  小林 新一 

高蔵寺郵便局長  高蔵寺郵便局副局長  筒井 政夫 

瀬戸郵便局長  岐阜北郵便局副局長  纐纈 孝志 

長久手郵便局長  穂積郵便局長  水野 行雄 

豊明郵便局長  亀山郵便局副局長  波多野 由章 

日進郵便局長  日進郵便局副局長  佐沢 誠 

岡崎郵便局長  静岡中央郵便局副局長  蟹江 昌則 

知立郵便局長  江南郵便局副局長  中村 増美 

刈谷郵便局長  刈谷郵便局副局長  安藤 雄二 

碧南郵便局長  三好郵便局長  加藤 晃生 



（新）  （現）  （氏 名） 

安城郵便局長 
 東海支社郵便局本部企画部担当

部長 

 
松田 秀人 

西尾郵便局長  名東郵便局長  向田 三男 

豊田北郵便局長  豊田北郵便局副局長  南川 明 

三好郵便局長  西春郵便局副局長  岡崎 孝男 

豊田郵便局長  名古屋中央郵便局副局長  神村 国光 

豊田高岡郵便局長  扶桑郵便局副局長  平林 昭 

豊橋南郵便局長  豊橋郵便局副局長  渡邉 隆良 

蒲郡郵便局長  蒲郡郵便局副局長  畔柳 秀博 

豊川郵便局長  西尾郵便局副局長  田實 義弘 

田原郵便局長  伊東郵便局副局長  渡辺 浩 

新城郵便局長  新城郵便局副局長  九澤 年弘 

桑名郵便局長  伊勢郵便局副局長  岩田 秀二 

東員郵便局長  弥富郵便局長  三浦 辰夫 

四日市郵便局長  浜松西郵便局副局長  山本 功 

津中央郵便局長  豊橋南郵便局長  森下 哲夫 

白子郵便局長  熱田郵便局長  小菅 富雄 

亀山郵便局長  静岡西郵便局長  小柳津 浩 

上野郵便局長  東海南郵便局長  山本 俊一 

名張郵便局長  桑名郵便局副局長  梅田 篤 

伊勢郵便局長  大垣郵便局副局長  桑原 一衛 

尾鷲郵便局長  尾鷲郵便局副局長  寺脇 清 

熊野郵便局長  尾鷲郵便局長  佐藤 直哉 

     

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 東海支社 

支社長室（広報担当） 

電話：（直通）052-963-6202（FAX）052-961-6792 


