
 
 
 
 

平成 30年 6月 22日 

報 道 各 位 

 

人事異動について 

 

 大東銀行（社長 鈴木 孝雄）は、下記のとおり定期人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

記 

1.人事異動 

(1)内  示   別紙のとおり 

(2)発 令 日   平成 30年 6月 22日 

         平成 30年 6月 25日 

         平成 30年 7月 2日  

(3)異動総数   176件 

2.今回の人事異動の特徴点 

(1)お客様本位の業務運営を確保するため経営部内に法務コンプライアンス室を設置します。 

さらに、ブロックチェーン、ＡＩ、ロボアドなど FinTechに対応するため営業企画部内にＩ

Ｔ営業戦略室を設置します。また、店舗運営体制を 8 ブロックから 7 ブロックへ(ブロック

の再編)改正しブロック長店、ブロック内店舗の見直しを行います。 

(2)新任管理職については、4名を登用します。 

(3)能力の高い女性職員の育成を図るため、本部及び営業店の中枢を担える女性職員 2 名を次

長、4名を支店長代理、6名を主任に登用します。 

(4)平成 20年度より公募による登用を実施しております。意欲、実績、能力のある嘱託、パー

トタイマー、派遣社員の戦力アップ、活性化を図る観点から、パートタイマーから嘱託へ 4

名、嘱託から正行員へ 5名登用します。 

3.新任管理職 4名 

職 位 氏 名 カ ナ 

営業企画部ＩＴ営業戦略室主任調査役 坂本 幸範 サカモト ユキノリ 

審査部主任調査役 宮澤 謙一 ミヤザワ ケンイチ 

田島支店長 小島 敏夫 コジマ  トシオ 

平支店副支店長兼神谷支店副支店長兼富

岡支店副支店長兼浪江支店副支店長 
熊田 和弘 クマダ  カツヒロ 

 
以上 

 

本件に関するご照会は、以下までお願いします。 

  大東銀行 総務部  松 本 晃 一 

             ℡ 024－925－8231（ダイヤルイン） 

                                     



新職位 旧職位 氏名

平成30年6月22日発令

執行役員いわきブロック長兼平支店長兼神谷支店長兼富岡支
店長兼浪江支店長兼事務システム部いわき地区センター長

いわきブロック長兼平支店長兼神谷支店長兼富岡支店長兼浪
江支店長兼事務システム部いわき地区センター長

竹内　拓也

平成30年6月25日発令

総務部付 朝日ブロック長兼朝日支店長 大八木　孝之

平成30年7月2日発令

郡山南ブロック長兼安積支店長 方八町ブロック長兼方八町支店長兼小原田支店長 片桐　久

営業企画部長兼ＩＴ営業戦略室長兼個人融資部長 営業企画部長兼個人融資部長 吉田　洋

郡山北ブロック長兼朝日支店長 相双ブロック長兼相馬支店長 淺井　利幸

方八町支店長兼小原田支店長 富久山支店長兼日和田支店長 橋本　秀男

本宮支店長 矢野目支店長 竹林　亮

県南ブロック長兼須賀川支店長 須賀川支店長 齋藤　信治

関東ブロック長兼宇都宮支店長兼宇都宮ローンセンター長 県南ブロック長兼宇都宮支店長兼宇都宮ローンセンター長 桑原　浩二

経営部法務コンプライアンス室長 安積ブロック長兼安積支店長 福島　慎一郎

経営部副部長 経営部主任調査役 渡邉　喜彦

営業推進部マネーコンサルティング室長 営業推進部主任調査役 両澤　敏

営業推進部副部長 田島支店長 小野崎　久夫

営業推進部副部長 営業推進部主任調査役 大島　淳一

本店営業部副部長 本宮支店長 栁沼　敏道

郡山開成支店長兼鶴見坦支店長 審査部副部長 大竹　一男

喜多方支店長 福島西支店長 本田　貴之

矢野目支店長 本店営業部副部長 菅野　崇弘

総務部付 総務部付 遠藤　信治

営業企画部ＩＴ営業戦略室主任調査役 経営部調査役 坂本　幸範

いわきローンセンター長 郡山開成支店長兼鶴見坦支店長 佐藤　喜一郎

審査部主任調査役 審査部調査役 宮澤　謙一

富久山支店長兼日和田支店長 棚倉支店長 鴇巣　和也

本店営業部副部長 福島支店副支店長兼福島南支店副支店長 大村　邦雄

小野支店長 本店営業部副部長 　石井　秀和　
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新職位 旧職位 氏名

川俣支店長 白河支店副支店長兼白河ローンセンター長 小椋　勝行

福島西支店長 須賀川支店副支店長 渡辺　智男

白河支店長兼白河ローンセンター長 白河支店長 橋本　喜恵

棚倉支店長 柴宮支店長 田部　英輝

田島支店長 田島支店次長 小島　敏夫

平支店副支店長兼神谷支店副支店長兼富岡支店副支店長兼浪
江支店副支店長

平支店次長兼神谷支店次長兼富岡支店次長兼浪江支店次長兼
営業推進部次長

熊田　和弘

いわき東支店長 いわき東支店長兼いわきローンセンター長 永井　俊行

相馬支店長 川俣支店長 上野　淳

コスモス通支店長兼柴宮支店長 コスモス通支店長 小針　実

久留米支店長 八山田支店長 香内　智史

八山田支店長 小野支店長 菊田　浩宗

経営部法務コンプライアンス室主任調査役兼みなさまの相談
所主任調査役

経営部主任調査役(みなさまの相談所担当) 小林　浩孝

総務部付 福島ローンセンター長 伊藤　悟

営業推進部主任調査役 久留米支店長 箭内　秀司

福島ローンセンター長 総務部付 信田　英幸

経営部調査役 経営部部長代理 安部　裕太

総務部調査役 総務部部長代理 加藤　順子

営業企画部調査役 営業企画部部長代理 関本　容子

営業推進部マネーコンサルティング室調査役 営業推進部調査役 相田　幸江

相双ローンセンター長 原町支店次長 入木　昭範

さいたまローンセンター長兼さいたま支店次長 郡山ローンセンター部長代理 鈴木　孝志

安積支店次長 白河支店次長 山岸　隆

大槻支店次長 小名浜支店次長兼営業推進部次長 関場　貴之

富田支店次長 千石支店次長兼門田支店次長 笹川　直

深沢支店次長兼本店営業部次長 富田支店次長 川名　哲

福島支店次長兼福島南支店次長 安積支店次長兼営業推進部次長 鈴木　学

本宮支店次長兼営業推進部次長 本宮支店次長 桑名　賢一

白河支店次長 白河支店支店長代理 柴田　雅彦
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新職位 旧職位 氏名

宇都宮支店次長 柴宮支店支店長代理 滝沢　英朗

猪苗代支店次長 深沢支店次長兼本店営業部次長 塚原　栄作

田島支店次長 猪苗代支店次長 大竹　隆光

千石支店次長兼門田支店次長 大槻支店次長 松本　淳

平支店次長兼神谷支店次長兼富岡支店次長兼浪江支店次長 いわき東支店次長 後藤　隆

湯本支店次長 湯本支店支店長代理 笠間　貴之

植田支店次長
平支店支店長代理兼神谷支店支店長代理兼富岡支店支店長代
理兼浪江支店支店長代理

酒井　忍

小名浜支店次長兼営業推進部次長 宇都宮支店次長 菅野　浩明

いわき東支店次長 相馬支店次長 新國　新一郎

原町支店次長 いわきローンセンター次長兼いわき東支店次長 曳地　知章

相馬支店次長 相双ローンセンター長 福田　典男

矢野目支店次長 営業企画部調査役 齋藤　順子

以下余白
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