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報道関係者 各位 

 

 

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３０年４月１日付） 

（１）本部 

新 氏   名 旧 

本部／経営企画部企画調整監 小寺 直美 
本部／相談・サービス推進部コー

ルセンター管理グループ長 

本部／経営企画部企画調整監 原口 浩一 本部／中部地域第二部長 

本部／経営企画部企画調整監 濱田 聡 大阪広域事務センター 

本部／人事部人事企画室長 安藤 誠 本部／人事部人事第４グループ長 

本部／刷新プロジェクト推進室

システム調整監 
篠原 達一 本部／システム運用部長 

本部／相談・サービス推進部長 坂田 信喜 本部／経営企画部広報室長 

平成３０年４月２日 

（照会先） 

人事部 

人事第１グループ長 立田 英人 

参事役 丸山 継幸 

（電話直通 ０３－６８９２－０７１３） 

経営企画部広報室  

         広報室長 山田 勝 

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０） 

 

 



 

 

（２）事務センター 

本部／北海道地域部長 鳥井 裕文 函館年金事務所長 

本部／中部地域第二部長 須川 和哲 本部／中部地域第二部 

本部／四国地域部長 林 和外 本部／人事部人事第３グループ 

本部／九州地域第一部長 前田 明 
本部／九州地域第一部運営グルー

プ長 

本部／基幹システム開発部副部

長 
齊藤 一春 高崎広域事務センター長 

本部／システム運用部長 青木 弘之 
本部／刷新プロジェクト推進室シ

ステム調整監 

本部／監事室長 大山 賢一 木更津年金事務所長 

新 氏   名 旧 

北海道事務センター長 神田 美穂子 
本部／事業推進統括部国民年金事

業推進グループ長 

高崎広域事務センター長 桐澤 治夫 所沢年金事務所長 

埼玉広域事務センター長 関 勝彦 水戸北年金事務所長 

大阪広域事務センター長 山内 三津夫 本部／人事部人事第２グループ長 

高松広域事務センター長 澤田 郁夫 本部／四国地域部長 



 

（３）年金事務所 

福岡広域事務センター長 内田 平 博多地域代表年金事務所長 

新 氏   名 旧 

札幌東年金事務所長 松岡 浩康 多治見年金事務所長 

札幌西地域代表年金事務所長 丸尾 洋一 本部／人事部人事第３グループ長 

新さっぽろ年金事務所長 貳枚田 清隆 北見年金事務所副所長 

函館年金事務所長 苅宿 正 
仙台広域事務センター副事務セン

ター長 

室蘭年金事務所長 梶谷 順一 
東京広域事務センター国民年金第

５グループ長 

苫小牧年金事務所長 田中 京一 
本部／北海道地域部運営グループ

長 

小樽年金事務所長 本間 敦 本部／北海道地域部運営グループ 

むつ年金事務所長 十文字 剛史 
仙台広域事務センター期間短縮給

付グループ長 

二戸年金事務所長 高野 秀幸 
新宿年金事務所厚生年金適用調査

第２課長 

一関年金事務所長 佐々木 徳子 むつ年金事務所長 

本部／東北地域第二部長 

本荘年金事務所長（兼務） 
長谷 和代 本部／東北地域第二部長 



相馬年金事務所長 島津 洋 山形年金事務所副所長 

会津若松年金事務所長 金野 久 
本部／会計・資産管理部施設管理

グループ 

水戸北年金事務所長 本多 伸敏 
本部／障害年金センター副年金セ

ンター長 

栃木年金事務所長 大塚 郁夫 本部／相談・サービス推進部長 

太田年金事務所長 野村 豊 笠寺年金事務所長 

所沢年金事務所長 鈴木 みどり 新さっぽろ年金事務所長 

長岡年金事務所長 武田 正男 新発田年金事務所長 

上越年金事務所長 小林 一英 
本部／北関東・信越地域第一部運

営グループ 

新発田年金事務所長 本間 康夫 長岡年金事務所長 

松本年金事務所長 堀抜 耕司 千代田年金事務所副所長 

小諸年金事務所長 熊井 剛 新潟西年金事務所副所長 

木更津年金事務所長 宮澤 孝之 本部／人材開発部採用グループ長 

中野年金事務所長 土屋 奈那子 
本部／労務管理部労務管理グルー

プ 

上野年金事務所長 本田 竜一 
本部／国民年金部収納企画グルー

プ長 



品川年金事務所長 渡部 政仁 港北年金事務所長 

池袋年金事務所長 高橋 力也 
本部／相談・サービス推進部相談

管理グループ長 

板橋年金事務所長 中島 淳 苫小牧年金事務所長 

練馬年金事務所長 結城 祐子 
本部／年金給付部給付事業推進グ

ループ長 

武蔵野年金事務所長 皆川 直克 
本部／再生プロジェクト推進室業

務改革グループ長 

鶴見年金事務所長 岡田 充 
本部／会計・資産管理部管財グル

ープ長 

港北年金事務所長 小林 茂 二戸年金事務所長 

金沢南年金事務所長 柿野 博史 
本部／年金給付部給付事業推進グ

ループ 

岐阜北年金事務所長 木野村 要 本部／調達部調達管理グループ長 

多治見年金事務所長 阿部 裕之 
名古屋広域事務センター副事務セ

ンター長 

大垣年金事務所長 宮地 孝次 東大阪年金事務所長 

浜松東年金事務所長 鳥居 宗利 
本部／労務管理部労務管理グルー

プ長 

沼津年金事務所長 中野 宏昭 中央年金事務所総務課長 

笠寺年金事務所長 入船 和久 
本部／年金記録企画部記録管理統

括グループ長 



豊橋年金事務所長 野原 洋 一関年金事務所長 

岡崎年金事務所長 林 茂之 伊勢年金事務所副所長 

半田年金事務所長 村松 利枝子 三次年金事務所長 

尾鷲年金事務所長 玉置 博巳 
田辺年金事務所厚生年金適用調査

課長 

福井年金事務所長 酒井 直樹 福井事務センター 

武生年金事務所長 南田 峰男 広島西年金事務所長 

舞鶴年金事務所長 横田 修 大津年金事務所副所長 

京都西年金事務所長 山岡 裕明 
大阪広域事務センター副事務セン

ター長 

市岡年金事務所長 多中 裕二 
金沢広域事務センター管理グルー

プ長 

天王寺年金事務所長 古河 弘一 
本部／近畿地域第二部運営グルー

プ長 

玉出年金事務所長 仲谷 佳洋 石垣年金事務所長 

淀川年金事務所長 江口 伸二 本部／人事部人事第１グループ 

堺西年金事務所長 扇谷 卓雄 敦賀年金事務所副所長 

東大阪年金事務所長 川合 圭一 阿波半田年金事務所長 



八尾年金事務所長 島 智子 堺東年金事務所副所長 

尼崎年金事務所長 中町 健三 京都西年金事務所長 

明石年金事務所長 井口 宏司 玉出年金事務所長 

大和高田年金事務所長 立石 光男 
横浜西年金事務所厚生年金適用調

査課長 

桜井年金事務所長 西崎 宏孝 
本部／近畿地域第一部運営グルー

プ 

松江年金事務所長 柳楽 克具 出雲年金事務所長 

出雲年金事務所長 荒木 克弘 南国年金事務所長 

岡山東年金事務所長 山下 賢一 
本部／中央年金センター副年金セ

ンター長 

高梁年金事務所長 横澤 正人 善通寺年金事務所副所長 

広島西年金事務所長 川手 光雄 岡山東年金事務所長 

福山年金事務所長 白國 和人 尼崎年金事務所長 

呉年金事務所長 池本 正之 加治木年金事務所長 

三次年金事務所長 柳本 秀文 東福岡年金事務所副所長 

山口年金事務所長 岡村 計三 本部／経営企画部企画調整監 



徳山年金事務所長 星野 聡 熊本西年金事務所副所長 

阿波半田年金事務所長 鹿山 晴雄 本部／四国地域部運営グループ 

今治年金事務所長 徳久 信二 徳山年金事務所長 

南国年金事務所長 大崎 寿男 本部／四国地域部運営グループ 

博多地域代表年金事務所長 石本 泰之 佐賀年金事務所長 

西福岡年金事務所長 井手 幸治郎 別府年金事務所長 

八幡年金事務所長 矢野 潔 岡崎年金事務所長 

佐賀年金事務所長 内田 直子 
本部／中央年金センター副年金セ

ンター長 

長崎南年金事務所長 井本 元治 佐世保年金事務所長 

佐世保年金事務所長 久保 直人 
本部／九州地域第二部運営グルー

プ 

熊本西年金事務所長 濱田 美香 高鍋年金事務所お客様相談室長 

玉名年金事務所長 橋本 高広 
大牟田年金事務所厚生年金適用調

査課長 

別府年金事務所長 中嶋 和富 明石年金事務所長 

宮崎年金事務所長 歌津 勝 品川年金事務所長 



   

 

２．職員の退職（平成３０年３月３１日限り） 

 

新 氏   名 旧 

退職 松尾 隆明 本部／九州地域第一部長 

退職 西端 愼吾 札幌西地域代表年金事務所長 

退職 仲山 岳典 埼玉広域事務センター長 

退職 上野 裕子 岐阜北年金事務所長 

退職 安積 孝之 大阪広域事務センター長 

退職 野ッ俣 一郎 福井年金事務所長 

延岡年金事務所長 野口 吉紀 福山年金事務所長 

鹿児島南年金事務所長 古谷 正 名護年金事務所副所長 

加治木年金事務所長 川越 克哉 堺西年金事務所長 

奄美大島年金事務所長 合澤 浩一 
本部／九州地域第一部運営グルー

プ 

コザ年金事務所長 玉城 博之 市岡年金事務所長 

石垣年金事務所長 原田 文昭 小倉北年金事務所副所長 



退職 永井 成司 桜井年金事務所長 

退職 小宮 博幸 松江年金事務所長 

退職 福重 悼己 呉年金事務所長 

退職 岩村 千利 山口年金事務所長 

退職 山本 和良 高松広域事務センター長 

退職 南里 剛太 福岡広域事務センター長 

退職 安部 幹雄 長崎南年金事務所長 

退職 長野 克生 宮崎年金事務所長 

 


