
 
2020年 6月 26日 

報 道 各 位 

 

人事異動について 

 

株式会社大東銀行（取締役社長 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

らせ致します。 

記 
１．人事異動 

(１)内  示  別紙のとおり 

(２)発 令 日  令和 2年 6月 29日 

        令和 2年 7月  1日 

 (３)異動総数  112件 

２．今回の人事異動の特徴点 

(１)新型コロナウイルス対策の資金繰り相談など顧客対応を最優先とするため、最小限の異動

規模とします。 

(２)業務効率化を図り、本部体制のスリム化を推進します。また、本部管理職におけるライン

職、スタッフ職の役割分担を明確化するため「上席主任調査役」を新設し、効率的なマネ

ジメント体制の構築を図ります。 

(３)営業店において営業活動を主とする「主任推進役」と内務事務を主とする「主任調査役」

の呼称を「主任推進役」に統合し、従来の「主任調査役」についても営業推進の役割を担

うことを明確にします。 

(４)専門知識を有する人材を外部から 2名採用します 

 (５)新任管理職については、2名を登用します。 

(６)意欲、実績、能力、経験のあるパートタイマーおよび嘱託職員について、公募による登用

を継続しており、今回はパートタイマーから嘱託職員を 4 名、嘱託職員から行員を 1 名登

用します。 

３．外部採用(令和 2年 7月 1日付) 

職位 氏名 職歴等 

郡山ローンセンター長 目黒 芳裕 (前職)東北総合信用保証株式会社常務取締役 

審査部担当部長 城戸 路生 (前職)福島県信用保証協会常務理事 

４．新任管理職 

職位 氏名 カナ 

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 

涌井 敬吾 ワクイ ケイゴ 

さいたま支店副支店長 寺田 淳 テラダ ジュン 

以上 



(別紙)

新職位 旧職位 氏　名

令和2年6月29日発令

経営部副部長兼法務コンプライアンス室長 経営部副部長 渡邉　喜彦

総務部付
会津ブロック長兼会津支店長兼材木町支店長兼事
務システム部会津地区センター長

二瓶　一之

総務部付 経営部法務コンプライアンス室長 福島　慎一郎

令和2年7月1日発令

常務執行役員本店営業部長兼深沢支店長 常務執行役員事務システム部長 芳賀　良

常務執行役員事務システム部長 常務執行役員本店営業部長兼深沢支店長 村上　浩

郡山北ブロック長兼朝日支店長兼若葉支店長
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

宗像　敦

人事総務部長 経営部副部長 鈴木　輔

審査部長 総務部付 大八木　孝之

会津ブロック長兼会津支店長兼材木町支店長 郡山北ブロック長兼朝日支店長兼若葉支店長 淺井　利幸

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

本宮支店長 竹林　亮

小名浜支店長 矢野目支店長兼笹谷支店長 菅野　崇弘

審査部副部長 審査部主任調査役 上泉　忠久

郡山開成支店長兼鶴見坦支店長 営業推進部副部長 貝沼　弘一

本宮支店長 郡山ローンセンター長 五十嵐　和也

さいたま支店長 営業推進部副部長 大島　淳一

経営部上席主任調査役 経営部主任調査役 伊東　謙一

人事総務部上席主任調査役 総務部主任調査役 今野　利雄

人事総務部上席主任調査役 総務部主任調査役 香内　智史

人事総務部付 東京支店長兼東京事務所長(証券国際部兼任) 山田　美史

人事総務部付 総務部付 宮澤　謙一

営業開発部上席主任調査役 営業企画部主任調査役 山口　栄一

営業開発部上席主任調査役 営業企画部主任調査役兼IT営業戦略室主任調査役 坂本　幸範

審査部上席主任調査役 審査部主任調査役 府野　勝博

審査部上席主任調査役 審査部主任調査役 小豆畑　仁

審査部上席主任調査役 審査部主任調査役 大友　美啓

審査部上席主任調査役 審査部主任調査役 柳生　常善

証券国際部上席主任調査役 証券国際部主任調査役 三宅　秀之

証券国際部上席主任調査役兼事務システム部上
席主任調査役

証券国際部主任調査役兼事務システム部主任調査
役

笹木　透

事務システム部融資業務集中センター長
コンタクトセンター長兼ハーモニー支店長兼事務
システム部主任調査役

飯沼　和久
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(別紙)

新職位 旧職位 氏　名

事務システム部カスタマーセンター長兼ハーモ
ニー支店長

事務システム部個人ローン業務センター長 三浦　和也

事務システム部カスタマーセンター上席主任調
査役兼ハーモニー支店上席主任調査役

営業企画部主任調査役 佐藤　秀徳

事務システム部上席主任調査役 事務システム部主任調査役 佐藤　正也

事務システム部上席主任調査役兼現金センター
長

事務システム部主任調査役兼現金センター長 富山　政幸

事務システム部上席主任調査役 事務システム部主任調査役 石井　雅幸

監査部上席主任調査役 監査部主任調査役 高橋　政典

監査部上席主任調査役 白河支店長兼白河ローンセンター長 橋本　秀男

富久山支店長兼日和田支店長 保原支店長 小針　実

金屋支店長 東京支店副支店長 石田　俊介

白河支店長兼白河ローンセンター長 さいたま支店長 広瀬　泰二朗

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

さいたま支店次長 涌井　敬吾

いわき東支店長兼いわきローンセンター長
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

東京支店長兼東京事務所長(証券国際部兼任) 審査部主任調査役 菊田　浩宗

さいたま支店副支店長 さいたま支店次長 寺田　淳

矢野目支店長兼笹谷支店長 小名浜支店長 遠藤　隆

保原支店長 本店営業部副部長兼深沢支店副支店長 木野　修治

人事総務部付 いわき東支店長兼いわきローンセンター長 青木　誠

人事総務部付 営業企画部主任調査役 猪俣　浩行

審査部主任調査役 金屋支店長 植松　広樹

事務システム部主任調査役 証券国際部主任調査役 鈴木　一哉

本店営業部主任推進役兼深沢支店主任推進役 本店営業部主任調査役兼深沢支店主任調査役 増子　利勝

本店営業部主任推進役兼深沢支店主任推進役 営業推進部主任調査役 箭内　秀司

福島支店主任推進役兼福島南支店主任推進役 福島支店主任調査役兼福島南支店主任調査役 瀬戸　ミサ子

福島支店主任推進役兼福島南支店主任推進役 須賀川支店主任推進役 阿部　剛志

須賀川支店主任推進役 富久山支店長兼日和田支店長 鴇巣　和也

会津支店主任推進役兼材木町支店主任推進役 監査部主任調査役 板橋　一広

経営部調査役 事務システム部部長代理 山中　誠子

人事総務部付 福島支店主任推進役兼福島南支店主任推進役 菊地　喜伸

事務システム部調査役
事務システム部部長代理兼営業企画部IT営業戦略
室部長代理

佐久間　壮

事務システム部調査役 事務システム部部長代理 青木　泰央

安積支店次長兼久留米支店次長 石川支店次長兼古殿支店次長 今泉　裕一
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新職位 旧職位 氏　名

大槻支店次長兼うねめ支店次長 会津支店次長兼材木町支店次長 佐藤　俊也

本店営業部次長兼深沢支店次長 本店営業部部長代理兼深沢支店支店長代理 吉田　由起子

須賀川支店次長 須賀川支店支店長代理 馬場田　育子

石川支店次長兼古殿支店次長 安積支店次長兼久留米支店次長 石川　孝一

坂下支店次長 坂下支店支店長代理 池田　健

小名浜支店次長 小名浜支店支店長代理 小川　善子

東京支店次長 大槻支店次長兼うねめ支店次長 関場　貴之
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