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日本年金機構職員の人事異動について 

 

１．職員の異動（平成２３年１０月１日付） 

新    氏   名 旧    

四国ブロック本部／本部長 町田 好正 本部国民年金部長 

本部総務部長 髙井 正章 東北ブロック本部／管理部長 

本部人事管理部人事調整監 野呂 剛 四国ブロック本部／本部長 

本部品質管理部長 竹村 英機 
北海道ブロック本部／業務支

援部長 

本部国民年金部長 阿蘇 俊彦 近畿ブロック本部／管理部長 

本部基幹システム開発部長 徳武 康雄 
本部システム統括部システム

統括グループ 

本部新システム開発部長 江藤 友保 

本部新システム開発部長 

(兼務)本部基幹システム開発

部長 

本部支払部長 菊池 亮 
北関東・信越ブロック本部／管

理部長 

本部業務渉外部長 宮﨑 尚久 九州ブロック本部／管理部長 

北海道ブロック本部／業務支援

部長 
斉藤 信行 本部財務部管財グループ長 

東北ブロック本部／管理部長 守田 憲敏 本部研修部管理グループ長 

平成２３年１０月３日 

（照会先） 

人事管理部参事役 釜川 央 

人事管理部参事役 立田 英人 

（電話直通 ０３－６８９２－０７１３） 

経営企画部広報室  

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０） 



新    氏   名 旧    

北関東・信越ブロック本部／管

理部長 
向山 輝人 本部業務渉外部長 

近畿ブロック本部／管理部長 野上 秀夫 
本部人事管理部人事グループ

長 

九州ブロック本部／管理部長 佐藤 章 
本部労務管理部労務管理グル

ープ長 

北海道ブロック 

 札幌北年金事務所長 
川原 浩二 

北海道ブロック 

 帯広年金事務所長 

北海道ブロック 

 釧路年金事務所長 
古川 寿夫 

南関東ブロック 

 千代田年金事務所副所長 

北海道ブロック 

 帯広年金事務所長 
佐藤 博文 

南関東ブロック 

 横浜西年金事務所長 

北海道ブロック 

 稚内年金事務所長 
山田 直行 

北海道ブロック本部／北海道

事務センター厚生年金適用第

２グループ長 

東北ブロック 

 仙台南年金事務所長 
内藤 清孝 

東北ブロック 

 平年金事務所長 

東北ブロック 

 古川年金事務所長 
吉岡 美奈子 

東北ブロック 

 秋田年金事務所副所長 

東北ブロック 

 鷹巣年金事務所長 
相馬 博 

南関東ブロック 

 港北年金事務所副所長 

東北ブロック 

 鶴岡年金事務所長 
上村 義洋 

北関東・信越ブロック 

 新潟東年金事務所副所長 

東北ブロック 

 平年金事務所長 
大原 和広 

東北ブロック本部／管理部人

事・労務グループ 

北関東・信越ブロック 

 水戸南年金事務所長 
細井 幸嗣 

北関東・信越ブロック 

 太田年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 栃木年金事務所長 
齋藤 兵衛 

北関東・信越ブロック 

 長岡年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 桐生年金事務所長 
吉田 惠 

北関東・信越ブロック 

 新潟西年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 太田年金事務所長 
江部 正弘 

北関東・信越ブロック 

 三条年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 川越年金事務所長 
伊藤 誠一 本部品質管理部長 

北関東・信越ブロック 

 春日部年金事務所長 
山内 三津夫 

近畿ブロック本部／管理部人

事グループ 

北関東・信越ブロック 

 新潟西年金事務所長 
土子 弘 

北関東・信越ブロック本部／管

理部人事・労務グループ 



新    氏   名 旧    

北関東・信越ブロック 

 長岡年金事務所長 
竹石 政明 

北関東・信越ブロック 

 春日部年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 三条年金事務所長 
白取 義成 

東北ブロック 

 古川年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

 長野南年金事務所長 
神農 和正 

北関東・信越ブロック 

 水戸南年金事務所長 

北関東・信越ブロック 

飯田年金事務所長 
山下 賢一 

本部監査部／中部監査グルー

プ 

南関東ブロック 

 幕張年金事務所長 
鈴木 恵士 

近畿ブロック 

 三宮年金事務所副所長 

南関東ブロック 

 佐原年金事務所長 
猪又 利尚 

南関東ブロック本部／適用・徴

収支援部厚生年金徴収支援グ

ループ 

南関東ブロック 

 新宿年金事務所長 
福島 弘文 

南関東ブロック 

 武蔵野年金事務所長 

南関東ブロック 

 江東年金事務所長 
大山 明 

南関東ブロック 

 幕張年金事務所長 

南関東ブロック 

 品川年金事務所長 
山本 裕 

南関東ブロック 

 目黒年金事務所長 

南関東ブロック 

 目黒年金事務所長 
佐藤 幸夫 

本部基幹システム開発部シス

テム開発管理グループ 

南関東ブロック 

 武蔵野年金事務所長 
草刈 俊彦 

本部人事管理部採用グループ

長 

南関東ブロック 

 府中年金事務所長 
森末 堅 

本部リスク・コンプライアンス

部コンプライアンスグループ

長 

南関東ブロック 

 横浜西年金事務所長 
入澤 俊行 

南関東ブロック本部／管理部

総合調整グループ 

中部ブロック 

 金沢北年金事務所長 
吉田 賢一郎 

本部年金相談部相談企画グル

ープ長 

中部ブロック 

 高山年金事務所長 
原口 浩一 

中部ブロック本部／静岡事務

センター管理・厚生年金適用グ

ループ長 

中部ブロック 

 浜松東年金事務所長 
山田 哲也 

四国ブロック 

 善通寺年金事務所長 

中部ブロック 

 掛川年金事務所長 
小熊 栄一 

中国ブロック 

 出雲年金事務所長 

中部ブロック 

 豊川年金事務所長 
山上 智也 

近畿ブロック本部／大阪事務

センター管理・厚生年金適用第

１グループ長 



新    氏   名 旧    

中部ブロック 

 四日市年金事務所長 
栗本 孝広 

中部ブロック本部／適用・徴収

支援部厚生年金適用支援グル

ープ長 

中部ブロック 

 松阪年金事務所長 
山崎 知生 

中部ブロック 

 沼津年金事務所副所長 

近畿ブロック 

 彦根年金事務所長 
野ツ俣 一郎 

近畿ブロック本部／適用・徴収

支援部国民年金支援グループ 

近畿ブロック 

 京都西年金事務所長 
鈴木 正義 

近畿ブロック 

 桜井年金事務所長 

近畿ブロック 

 今里年金事務所長 
河野 昇 

四国ブロック 

 徳島北年金事務所副所長 

近畿ブロック 

 兵庫年金事務所長 
嶋岡 厚司 

中部ブロック 

 松阪年金事務所長 

近畿ブロック 

 桜井年金事務所長 
前田 雅昭 

九州ブロック本部／管理部人

事・労務グループ 

中国ブロック 

 出雲年金事務所長 
原野 耕一 

九州ブロック 

 本渡年金事務所副所長 

中国ブロック 

 宇部年金事務所長 
舩底 隆 

本部品質管理部業務改善グル

ープ 

四国ブロック 

 善通寺年金事務所長 
宮元 誠二 

九州ブロック 

 鹿児島北年金事務所副所長 

四国ブロック 

 南国年金事務所長 
小村 恵治 

中国ブロック 

 松江年金事務所副所長 

九州ブロック 

 東福岡年金事務所長 
川口 朗 

九州ブロック 

 博多年金事務所長 

九州ブロック 

 博多年金事務所長 
南里 剛太 

九州ブロック 

 佐賀年金事務所長 

九州ブロック 

 西福岡年金事務所長 
穴井 義郎 

九州ブロック 

 名護年金事務所長 

九州ブロック 

 南福岡年金事務所長 
諌山 愼一 

九州ブロック 

 玉名年金事務所長 

九州ブロック 

 久留米年金事務所長 
安部 幹雄 

九州ブロック 

 南福岡年金事務所長 

九州ブロック 

 佐賀年金事務所長 
浦 礼子 

九州ブロック 

 東福岡年金事務所長 

九州ブロック 

 熊本東年金事務所長 
堀留 健三 

九州ブロック 

 久留米年金事務所長 

九州ブロック 

 玉名年金事務所長 
長野 克生 

九州ブロック 

 熊本東年金事務所長 



新    氏   名 旧    

九州ブロック 

 大分年金事務所長 
和田 徹 

九州ブロック本部／適用・徴収

支援部厚生年金徴収支援グル

ープ長 

九州ブロック 

 日田年金事務所長 
樫山 俊弘 

本部厚生年金保険部徴収企画

指導グループ 

九州ブロック 

 高鍋年金事務所長 
大江 悟 

本部サービス推進部お客様の

声グループ 

九州ブロック 

 名護年金事務所長 
下大薗 昭朗 

本部厚生年金保険部徴収企画

指導グループ 

 

２．職員の退職（平成２３年９月３０日付） 

新    氏   名 旧    

退職 三浦 孝 本部総務部長 

退職 中嶋 克之 本部支払部長 

退職 酒井 誠 
北関東・信越ブロック 

 栃木年金事務所長 

退職 渡辺 英俊 
北関東・信越ブロック 

 川越年金事務所長 

退職 山岸 文男 
北関東・信越ブロック 

 長野南年金事務所長 

退職 渡辺 康秋 
北関東・信越ブロック 

 飯田年金事務所長 

退職 小川 昇 
南関東ブロック 

 新宿年金事務所長 

退職 木部 力 
南関東ブロック 

 江東年金事務所長 

退職 古市 佳弘 
南関東ブロック 

 府中年金事務所長 

退職 水野 雅毅 
中部ブロック 

 金沢北年金事務所長 

 

３．職員の異動（平成２３年９月１０日付） 

新    氏   名 旧    

中国ブロック 

 米子年金事務所長 
松永 省三 

中国ブロック本部／適用・徴収

支援部国民年金支援グループ 

 


