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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１０月１日付） 

（１）本部 

新 氏   名 旧 

本部／情報管理対策室長 矢口 明 本部／情報管理対策室次長 

本部／経営企画部企画調整監 宮田 寿徳 三宮年金事務所長 

本部／リスク統括部長 古谷 武美 中村年金事務所長 

本部／人材開発部人事調整監 佐野 政義 足立年金事務所長 

本部／国民年金部長 小崎 正二 本部／情報管理対策室長 

本部／厚生年金保険部長 入澤 俊行 本部／経営企画部企画調整監 

平成３０年１０月１日 

（照会先） 

人事部 

人事第１グループ長 丸山 継幸 

参事役 山内 周作 

（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 

 

（３）年金事務所 

本部／特別徴収対策部長 原口 浩一 本部／経営企画部企画調整監 

本部／特別徴収対策部事業調整

監 
濱田 聡 本部／経営企画部企画調整監 

本部／北関東・信越地域第一部

長 
海津 秀明 川越年金事務所長 

本部／南関東地域第二部長 藤田 映子 
本部／南関東地域第二部運営グル

ープ長 

本部／年金給付部給付業務調整

室長  
馬場 秀一 本部／年金給付部事業調整監  

本部／障害年金センター事業調

整監 

本部／障害年金センター副セン

ター長（兼務）  

丸田 和弘 金沢北年金事務所長 

本部／監査部監査監 遠藤 弘之 本部／リスク統括部長 

新 氏   名 旧 

仙台広域事務センター長 佐藤 近子 仙台東地域代表年金事務所長 

兵庫事務センター長 村上 大三 
兵庫事務センター副事務センター

長 

新 氏   名 旧 

釧路年金事務所長 渡辺 聡 
本部／年金給付部給付業務調整室

長 



岩見沢年金事務所長 舘山 文彦 青梅年金事務所国民年金課長 

砂川年金事務所長 小柳 哲夫 本部／北海道地域部事業推進役 

留萌年金事務所長 赤石 拓志 室蘭年金事務所副所長 

仙台東地域代表年金事務所長 金子 健一 本部／南関東地域第二部長 

大河原年金事務所長 安田 征夫 本部／人事部人事第２グループ 

古川年金事務所長 三浦 秀晴 
本部／刷新プロジェクト推進室適

用業務・システム刷新グループ長 

新庄年金事務所長 川又 哲也 砂川年金事務所長 

郡山年金事務所長 船木 豊史 
本部／中央年金センター年金債権

管理グループ長 

日立年金事務所長 佐川 明人 
本部／相談・サービス推進部お客

様対応グループ長 

桐生年金事務所長 坂上 浩 
本部／再生プロジェクト推進室改

革推進統括グループ 

川越年金事務所長 三輪 佳生 船橋年金事務所長 

六日町年金事務所長 佐野 剛 
新潟西地域代表年金事務所地域調

整課長 

船橋年金事務所長 河島 孝幸 桐生年金事務所長 

市川年金事務所長 高萩 直矢 郡山年金事務所長 



佐原年金事務所長 金子 大 本部／人事部人事第４グループ 

杉並年金事務所長 青木 達夫 大河原年金事務所長 

足立年金事務所長 楠元 金一郎 本部／厚生年金保険部長 

葛飾年金事務所長 蒲 修 城東年金事務所長 

立川年金事務所長 大出 藤雄 岩見沢年金事務所長 

府中年金事務所長 瀬川 佳之 留萌年金事務所長 

金沢北年金事務所長 小玉 光伸 
本部／中部地域第一部運営グルー

プ長 

七尾年金事務所長 榊原 健治 熊谷年金事務所副所長 

美濃加茂年金事務所長 渡辺 智 
本部／会計・資産管理部施設管理

グループ 

浜松西年金事務所長 水中 多加子 
大手前年金事務所厚生年金適用調

査第１課長 

島田年金事務所長 長谷川 壱朗 港年金事務所総務課長 

中村年金事務所長 五明 芳弘 
名古屋広域事務センター副事務セ

ンター長 

名古屋北年金事務所長 原田 佳明 岐阜北年金事務所副所長 

津年金事務所長 清水 淳 本部／国民年金部長 



四日市年金事務所長 東郷 和彦 名古屋北年金事務所長 

草津年金事務所長 井狩 正樹 姫路年金事務所長 

下京年金事務所長 森畑 孝大 
本部／再生プロジェクト推進室改

革推進統括グループ 

難波年金事務所長 三好 範彦 
高松広域事務センター年金給付第

２グループ長 

城東年金事務所長 濱田 美枝子 
本部／人材開発部給付業務研修強

化室・研修強化グループ長 

堺東年金事務所長 安部 邦和 滋賀事務センター長 

三宮地域代表年金事務所長 鈴木 恵士 兵庫事務センター長 

姫路年金事務所長 清田 信秀 七尾年金事務所長 

浜田年金事務所長 西村 浩孝 美濃加茂年金事務所長 

岩国年金事務所長 藪木 直人 難波年金事務所長 

徳島南年金事務所長 川村 研司 
本部／リスク統括部リスク対策グ

ループ長 

幡多年金事務所長 佐藤 善彦 徳島北年金事務所副所長 

南福岡年金事務所長 舩底 隆 
本部／事業推進統括部事業推進統

括グループ長 

小倉北年金事務所長 中野 俊民 八代年金事務所長 



   

 

２．職員の退職（平成３０年９月３０日限り） 

 

新 氏   名 旧 

退職 村田 久雄 本部／北関東・信越地域第一部長 

退職 星 善作 仙台広域事務センター長 

退職 伊藤 靖 福井事務センター長 

退職 大塚 正之 日立年金事務所長 

 

直方年金事務所長 齊田 賢一 
福岡広域事務センター副事務セン

ター長 

八代年金事務所長 横内 弘美 浜田年金事務所長 

高鍋年金事務所長 甲斐 博 岩国年金事務所長 

浦添年金事務所長 重枝 和久 小倉北年金事務所長 

平良年金事務所長 中野 利博 八幡年金事務所副所長 


