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日本郵便株式会社 

九 州 支 社 

 

人事異動のお知らせ 

 

日本郵便株式会社九州支社（熊本県熊本市、支社長 山本 満幸）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） 

【支社】   

九州支社長 九州支社副支社長 龍 芳成 

九州支社副支社長 

(支社長室長兼務) 

九州支社支社長室人事部長 髙手 義彦 

九州支社支社長室総務部長 九州支社郵便局本部事業管理部長 原口 陽一 

九州支社支社長室人事部長 九州支社支社長室総務部長 堀内 計徳 

九州支社郵便事業本部オペレーション

部長 

九州支社郵便事業本部集配部長 大石 喜久蔵 

九州支社郵便事業本部集配部長 九州支社支社長室人事部担当部長 東  千治 

九州支社郵便局本部事業管理部長 

（郵便局本部長兼務） 

九州支社地方本部長 山之口 幸男 

九州支社郵便局本部営業部長 九州支社支社長室人事部担当部長 西  哲也 

九州支社郵便局本部業務部長 九州支社郵便局本部業務部担当部長 野仲 公高 

九州支社地方本部長 

（福岡県（福岡）本部長） 

都城郵便局長 武田 尚樹 

九州支社地方本部長 

（福岡県（北九州）本部長） 

九州支社郵便局本部営業部担当部長 森谷 和也 

九州支社地方本部長 

（佐賀県本部長） 

松橋郵便局長 中川  裕 

九州支社地方本部長 

（長崎県本部長） 

長崎東郵便局長 入江 俊浩 

九州支社地方本部長 

（大分県本部長） 

荒尾郵便局長 立石 仁司 

九州支社地方本部長 

（鹿児島県本部長） 

九州支社地方本部長 中村 孝伸 

九州支社地方本部長 九州支社郵便局本部営業部担当部長 後藤 浩一郎 

九州支社支社長室総務部担当部長 

（コンプラ・安全推進担当） 

飯塚郵便局副局長 岡崎  浩 



九州支社支社長室総務部担当部長 

（財務担当） 

九州支社支社長室総務部担当部長 梅元 一也 

九州支社支社長室人事部担当部長 

（単独ＭＧ担当） 

博多南郵便局副局長 桑本 寿之 

九州支社支社長室人事部担当部長 

（エリアＭＧ担当） 

宮崎中央郵便局副局長 江里口 秀直 

九州支社郵便事業本部営業部担当部長 八幡南郵便局副局長 中村 行宏 

九州支社郵便事業本部営業部担当部長 

（福岡法人営業室長） 

福岡西郵便局副局長 江嶋 英二郎 

九州支社郵便事業本部営業部専門役 

（久留米郵便局駐在） 

山鹿郵便局長 天願 浩巳 

九州支社郵便事業本部営業部専門役 

（長崎中央郵便局駐在） 

大村郵便局総務部長 前田 英之 

九州支社郵便事業本部営業部専門役 

（鹿児島中央郵便局駐在） 

加世田郵便局長 中原 浩二 

九州支社郵便事業本部営業部専門役 

（物流ソリューションセンター長） 

新福岡郵便局総務部長 珠数 雄二 

九州支社郵便事業本部営業部兼務 

（物流ソリューション担当） 

（日本郵便輸送株式会社への出向免） 

九州支社郵便事業本部オペレーション部 

専門役 

小柳 更正 

九州支社郵便局本部営業部担当部長 

（企画担当） 

九州支社郵便局本部事業管理部担当部長 藤田 浩司 

九州支社郵便局本部営業部担当部長 

（ゆうちょ担当） 

久留米東郵便局副局長 田上 孝治 

九州支社郵便局本部営業部担当部長 

（郵便担当） 

九州支社郵便事業本部営業部課長 垂  裕久 

九州支社郵便局本部業務部担当部長 

（総務・防犯担当） 

九州支社郵便局本部業務部担当部長 貞苅 比呂史 

九州支社郵便局本部業務部担当部長 

（業務品質担当） 

宮之城郵便局長 中村 達哉 

九州コンプライアンス室副室長 小倉西郵便局副局長 森崎 弘敏 

九州支社支社長室人事部熊本共通事務

集約センター長 

熊本東郵便局副局長 瀧石  徹 

   

【郵便局】  

福岡中央郵便局長 佐賀中央郵便局長 野田 英伸 

北九州中央郵便局長 久留米東郵便局長 坂田 隆光 

佐賀中央郵便局長 城南郵便局長 幸野 邦生 

長崎中央郵便局長 飯塚郵便局長 武末 敏明 

熊本中央郵便局長 九州支社郵便局本部営業部専門役 岡村 良一 

大分中央郵便局長 九州支社郵便局本部営業部長 田中 信彦 

宮崎中央郵便局長 熊本東郵便局長 山川 泰二 

鹿児島中央郵便局長 熊本北郵便局長 星子 康正 

熊本北郵便局長 九州支社郵便事業本部オペレーション部長 小原田 公也 



博多北郵便局長 大分東郵便局長 鈴木 尚志 

飯塚郵便局長 鹿児島南郵便局長 盛島 伸介 

久留米郵便局長 九州支社地方本部長 山之口 一郎 

久留米東郵便局長 川内郵便局長 岡村 聖男 

大分東郵便局長 佐賀中央郵便局副局長 清河 吉信 

福岡中央郵便局副局長 福岡東郵便局副局長 江頭 邦彦 

博多南郵便局長 福岡南郵便局長 有岡 正貴 

城南郵便局長 前原郵便局長 篠原 一也 

粕屋南郵便局長 九州支社郵便局本部営業部担当部長 田尻 一庫 

福岡東郵便局長 島原郵便局長 荒木 善晴 

福岡南郵便局長 九州支社地方本部長 綾織 弘樹 

博多郵便局長 鹿児島東郵便局長 馬越 喜仁 

早良郵便局長 太宰府郵便局長 宮崎 義雄 

福岡西郵便局長 川尻郵便局長 川田 克弘 

前原郵便局長 九州支社地方本部長 小薗 一史 

甘木郵便局長 小倉西郵便局長 合志 京助 

筑紫野郵便局長 植木郵便局長 宮地 道夫 

和白郵便局長 大分中央郵便局副局長 福島 信一 

太宰府郵便局長 九州支社郵便事業本部営業部担当部長 吉本 光浩 

古賀郵便局長 本社郵便局総本部不動産部課長 堀口 剛志 

福間郵便局長 佐世保北郵便局長 田嶋 茂文 

八幡南郵便局長 九州支社支社長室総務部担当部長 山崎  彰 

小倉西郵便局長 熊本北郵便局副局長 平尾 幸雄 

門司郵便局長 豊前川崎郵便局長 横尾 鉄雄 

八幡郵便局長 伊田郵便局長 新鹿 人士 

戸畑郵便局長 別府郵便局副局長 坂本 博史 

門司港郵便局長 本社監査部課長 上田 政幸 

飯塚郵便局副局長 臼杵郵便局長 牧  義浩 

行橋郵便局長 福岡中央郵便局副局長 渡邊 智文 

直方郵便局長 鳥栖郵便局長 濱田 義信 

伊田郵便局長 和白郵便局長 末吉 良次 

豊前郵便局長 瀬高郵便局長 古賀 国博 

苅田郵便局長 イオンモール福津郵便局長 久具 マミ 

岡垣郵便局長 小林郵便局長 後藤 昭司 

後藤寺郵便局長 前原郵便局副局長 下川 善治 

豊前川崎郵便局長 九州支社地方副本部長 長友 俊郎 

久留米郵便局副局長 新福岡郵便局第一普通郵便部長 福留 洋一 

大牟田郵便局長 行橋郵便局長 福嶋 雄二 

筑後郵便局長 大分中央郵便局総務部長 竹森 千博 



三池郵便局長 別府郵便局長 木村 誠一 

大川郵便局長 指宿郵便局長 道脇  充 

瀬高郵便局長 益城郵便局長 塘添 浩一郎 

吉井郵便局長 苅田郵便局長 村田 耕三 

佐賀中央郵便局副局長 佐賀北郵便局副局長 角屋 篤久 

佐賀北郵便局長 福岡西郵便局長 加島 直喜 

武雄郵便局長 熊本中央郵便局副局長 日高 真一 

唐津郵便局長 九州支社郵便事業本部営業部専門役 森山 政利 

鳥栖郵便局長 鹿児島中央郵便局副局長 鎌田 洋實 

神埼郵便局長 筑後郵便局長 緒方 章良 

肥前中原郵便局長 津久見郵便局長 大塚 啓作 

多久郵便局長 大村郵便局副局長 上村 芳徳 

有田郵便局長 三池郵便局長 玉田 久也 

長崎中央郵便局副局長 久留米東郵便局総務部長 牛島 貞男 

佐世保郵便局長 久留米郵便局副局長 前田 政治 

西彼杵郵便局長 西彼杵郵便局副局長 久保 和政 

島原郵便局長 宇土郵便局長 奈須 洋親 

長崎東郵便局長 中津郵便局長 今上 祥二 

平戸郵便局長 九州支社郵便事業本部営業部専門役 西村 幸夫 

早岐郵便局長 九州支社支社長室人事部熊本共通事務集約 

センター長 

江尻 良一 

佐世保西郵便局長 九州支社郵便局本部事業管理部課長 江崎 直久 

佐世保北郵便局長 種子島郵便局長 坂口 和宏 

熊本中央郵便局副局長 筑紫野郵便局副局長 山本 伸二 

熊本東郵便局長 佐世保郵便局長 木山  晃 

玉名郵便局長 水俣郵便局長 平野 修市 

人吉郵便局長 鹿屋郵便局副局長 大坪 博也 

山鹿郵便局長 豊前郵便局長 大坪 正美 

水俣郵便局長 関東支社郵便事業本部運輸マネジメント部 

専門役 

中村  誠 

川尻郵便局長 九州コンプライアンス室副室長 福冨  剛 

大矢野郵便局長 八幡西郵便局副局長 堀田 昌幸 

荒尾郵便局長 早良郵便局副局長 中野 栄二 

菊池郵便局長 肥前中原郵便局長 荒巻 智樹 

大津郵便局長 筑紫野郵便局長 金柿 秀宏 

植木郵便局長 早岐郵便局長 高崎 靖士 

松橋郵便局長 吉井郵便局長 宮崎 豊子 

宇土郵便局長 九州支社郵便局本部事業管理部課長 村添 浩二 

益城郵便局長 九州支社地方副本部長 池田 恵司 

大分中央郵便局副局長 久留米郵便局第一集配営業部長 勝野 剛史 

別府郵便局長 九州支社支社長室総務部担当部長 加冷 直人 



佐伯郵便局長 大矢野郵便局長 塘  恵吉 

大分南郵便局長 大分東郵便局副局長 高畠 靖幸 

日田郵便局長 唐津郵便局副局長 石井  浩 

竹田郵便局長 長崎北郵便局副局長 石野田 哲洋 

中津郵便局長 九州支社郵便事業本部営業部専門役 三村 康晴 

臼杵郵便局長 熊本北郵便局総務部 田代 博章 

杵築郵便局長 有田郵便局長 三浦 久男 

日出郵便局長 熊本中央郵便局お客さまサービス部長 松山 祥二 

津久見郵便局長 粕屋南郵便局副局長 田中 雄二 

豊後高田郵便局長 長崎監査室主任監 杉山  篤 

宮崎中央郵便局副局長 延岡郵便局副局長 小山 千浩 

都城郵便局長 名瀬郵便局長 立元  誠 

小林郵便局長 大津郵便局長 高橋 幹雄 

高鍋郵便局長 本社郵便局総本部不動産部係長 矢野 貴紀 

鹿児島中央郵便局副局長 九州支社郵便局本部事業管理部課長 富安 英夫 

鹿児島東郵便局長 大牟田郵便局長 山下 和久 

鹿児島南郵便局長 佐伯郵便局長 園田 久齢 

国分郵便局長 長崎中央郵便局副局長 石原  司 

川内郵便局長 玉名郵便局長 池田 郁雄 

名瀬郵便局長 八代郵便局副局長 中村 忠文 

加世田郵便局長 鹿児島東郵便局副局長 内園 勝博 

串木野郵便局長 門司港郵便局長 有木 哲朗 

種子島郵便局長 湯浦郵便局長 内田 伸一 

宮之城郵便局長 川辺郵便局長 橋口 祥一 

指宿郵便局長 福間郵便局長 白石  浩 

川辺郵便局長 佐世保西郵便局長 岩永  淳 

   

本社郵便事業総本部 

オペレーション本部施設部担当部長 

門司郵便局長 原田 京二 

本社人事部課長 

（日本郵政株式会社へ出向） 

平戸郵便局長 法川 英市 

熊本監査室次長 後藤寺郵便局長 菊池 勝秀 

株式会社ゆうちょ銀行へ出向 

（久留米店長） 

岡垣郵便局長 城丸 浩文 

株式会社ＪＰメディアダイレクトへ出

向 

九州支社郵便事業本部営業部担当部長 西  一雅 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

  日本郵便株式会社 九州支社 

総務部（広報担当） 

  電話：（直通）096-328-5117 （FAX）096-359-0480


