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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、支社長 大塚 茂夫）の人事異動について、次の      

とおりお知らせいたします。 

 

（2014年4月1日付） 

（新） （現） （氏 名） 

東海支社長 本社郵便局総本部営業部長 日野 和也 

東海支社郵便事業本部業務品質部長 東海支社郵便事業本部基盤整備推進部長 松島 功治 

東海支社郵便局本部事業管理部長 東海支社郵便局本部業務部長 山中 賢一 

東海支社郵便局本部営業部長 東海支社支社長室総務部担当部長 寺西 仁志 

東海支社郵便局本部業務部長 東海支社郵便局本部事業管理部専門役 松崎 茂春 

岐阜北郵便局長 東海コンプライアンス室副室長 駒田 祐二 

大垣郵便局長 瑞穂郵便局長 野呂 達也 

各務原郵便局長 恵那郵便局長 加藤 正幸 

北方郵便局長 岐阜西郵便局長 森田 英治 

岐阜西郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 小嶋 稔久 

美濃郵便局長 熱田郵便局副局長 森島 健治 

垂井郵便局長 知多郵便局長 土田 政明 

各務原東郵便局長 東海支社郵便局本部業務部担当部長 河島 正典 

多治見郵便局長 多治見郵便局副局長 上田 憲 

美濃加茂郵便局長 江南郵便局長 野村 友志 

可児郵便局長 上野郵便局長 山本 俊一 

萩原郵便局長 萩原郵便局副局長 齋藤 芳秋 

恵那郵便局長 安城郵便局副局長 渡辺 薫 

浜松東郵便局長 名東郵便局副局長 梅谷 計介 

袋井郵便局長 新城郵便局長 九澤 年弘 

磐田郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 吉田 修治 

相良郵便局長 富士宮郵便局副局長 磯部 文彦 

湖西郵便局長 天竜郵便局長 新村 誠 



（新） （現） （氏 名） 

天竜郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 進士 勝広 

静岡中央郵便局長 津中央郵便局長 森下 哲夫 

静岡南郵便局長 豊田郵便局副局長 堀江 輝一 

清水郵便局長 千種郵便局長 田原 智志 

焼津郵便局長 三島郵便局副局長 提嶋 豊 

藤枝郵便局長 浜松北郵便局副局長 木山 喜博 

島田郵便局長 袋井郵便局長 鈴木 公和 

沼津郵便局長 吉原郵便局長 小泉 豊久 

三島郵便局長 大垣郵便局副局長 土屋 彰伺 

吉原郵便局長 清水郵便局副局長 三津山 通保 

富士宮郵便局長 静岡中央郵便局副局長 寺田 高志 

沼津西郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 土橋 隆行 

裾野郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 高橋 信彦 

函南郵便局長 垂井郵便局長 恩田 泰正 

名古屋中央郵便局長 静岡中央郵便局長 小林 秀夫 

中村郵便局長 浜松東郵便局副局長 奥村 正司 

中川郵便局長 福山郵便局長 朝倉 敏文 

名古屋中郵便局長 本社郵便事業総本部経営管理部企画役 岡野 明彦 

名古屋東郵便局長 東海支社支社長室人事部専門役 後藤 光則 

名古屋北郵便局長 静岡南郵便局長 近藤 聡 

千種郵便局長 中川郵便局長 小谷 洋二 

名東郵便局長 春日井郵便局副局長 鈴木 義昭 

名古屋港郵便局長 東海支社郵便局本部営業部長 松永 桂治 

名古屋南郵便局長 名古屋南郵便局副局長 伊藤 一 

瑞穂郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 内田 陽久 

名古屋神宮郵便局長 四日市西郵便局長 小林 祐一 

大府郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 西川 篤 

東海南郵便局長 稲沢郵便局副局長 杉之下 力 

知多郵便局長 高蔵寺郵便局長 筒井 政夫 

東浦郵便局長 東海支社地方副本部長（損益・人事担当） 谷口 幸治 

江南郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 牧田 孝重 

犬山郵便局長 四日市西郵便局副局長 黒渕 英文 

稲沢郵便局長 東海支社郵便事業本部営業部専門役 松尾 宗典 

尾西郵便局長 名古屋東郵便局長 浅野 憲行 

津島郵便局長 津島郵便局副局長 奥村 正人 

弥富郵便局長 豊川郵便局長 田實 義弘 

甚目寺郵便局長 尾西郵便局長 林 直樹 



（新） （現） （氏 名） 

西春郵便局長 尾張旭郵便局長 水無瀬 俊彦 

小牧郵便局長 焼津郵便局長 藤田 憲正 

高蔵寺郵便局長 蒲郡郵便局長 畔柳 秀博 

尾張旭郵便局長 各務原郵便局長 中齋 優 

瀬戸郵便局長 瀬戸郵便局副局長 山本 直樹 

日進郵便局長 名古屋港郵便局副局長 浅野 美喜男 

西尾郵便局長 岐阜北郵便局副局長 宇野 浩市 

刈谷郵便局長 日進郵便局長 佐沢 誠 

豊田郵便局長 名古屋北郵便局副局長 福井 孝幸 

豊田高岡郵便局長 熊野郵便局副局長 佐橋 政雄 

幸田郵便局長 西春郵便局長 山下 孝子 

岩津郵便局長 稲沢郵便局長 河合 文隆 

足助郵便局長 豊田高岡郵便局長 平林 昭 

豊橋郵便局長 豊橋郵便局副局長 増田 篤 

豊川郵便局長 豊川郵便局副局長 石原 鉄男 

蒲郡郵便局長 豊橋南郵便局副局長 朝倉 久男 

新城郵便局長 大府郵便局長 彦坂 日出夫 

四日市西郵便局長 名古屋中郵便局長 深尾 佳正 

四日市郵便局長 中村郵便局長 熊谷 聡志 

桑名郵便局長 刈谷郵便局長 安藤 雄二 

津中央郵便局長 多治見郵便局長 清水 勲 

松阪郵便局長 伊勢郵便局副局長 畑 善仁 

伊勢郵便局長 小牧郵便局長 小林 新一 

鳥羽郵便局長 白子郵便局長 小菅 富雄 

上野郵便局長 名張郵便局副局長 竹内 真司 

白子郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部担当部長 後藤 周一 

名張郵便局長 尾鷲郵便局長 寺脇 清 

大台郵便局長 浜北郵便局副局長 有田 昌和 

尾鷲郵便局長 東海支社郵便事業本部事業管理部専門役 片岡 明 

熊野郵便局長 足助郵便局副局長 加藤 成人 

笠郷郵便局 海津郵便局 渡辺 正敏 

丹生川郵便局 飛騨古川郵便局 門 恭二 

飛騨古川郵便局 大垣郵便局 野村 清和 

細江郵便局 増楽郵便局 後藤 文彦 

 

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 日本郵便株式会社 東海支社 支社長室 

総務部（総括担当） 

電話：（直通）052-963-6202、FAX：052-961-6792 


