
 
 
 
 

平成 29年 6月 23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 29年 6月 23日 

         平成 29年 6月 26日 

         平成 29年 7月 3日 

(3)異動総数   156件 

2.今回の人事異動の特徴点 

(1)新任管理職については、女性 1名を含めた 5名を登用します。 

(2)能力の高い女性職員の育成を図るため、営業店の中枢を担える女性職員 1 名を次長、1 名

を支店長代理、4名を主任に登用します。 

(3)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 2

名登用します。 

(4)営業推進部及びコンタクトセンター・ハーモニー支店の創設等、組織機構の一部改正を行

います。 

3.新任管理職 5名 

職 位 氏 名 カ ナ 年齢 

柴宮支店長 田部 英輝 タベ ヒデキ 42 才 

福島支店副支店長兼福島南支店副支店長 大村 邦雄 オオムラ クニオ 43 才 

猪苗代支店長 植木 修 ウエキ オサム 46 才 

坂下支店長 大関 弘美 オオゼキ ヒロミ 54 才 

郡山ローンセンター長 五十嵐 和也 イガラシ カズヤ 44 才 

 

 

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） 
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新職位 旧職位 氏名

平成29年6月23日発令

常務取締役システム部長兼事務部長 常務取締役システム部長兼事務部長 三浦　謙一

取締役営業企画部長兼個人融資部長 取締役営業企画部長兼個人融資部長 芳賀　良

取締役本店営業部長 取締役本店営業部長 古川　光雄

取締役経営部長 取締役経営部長 村上　浩

取締役証券国際部長 執行役員証券国際部長 大里　裕昭

執行役員総務部長 執行役員総務部長 渡辺　宏和

執行役員県北ブロック長兼福島支店長
兼福島南支店長兼事務部福島地区センター長

執行役員県北ブロック長兼福島支店長
兼福島南支店長兼事務部福島地区センター長

二瓶　一之

平成29年6月26日発令

総務部付 監査部長 加藤　久直

監査部長 監査部副部長 石村　武夫

平成29年7月3日発令

常務取締役本店営業部長 常務取締役システム部長兼事務部長 三浦　謙一

取締役事務システム部長 取締役営業企画部長兼個人融資部長 芳賀　良

取締役営業推進部長 取締役本店営業部長 古川　光雄

営業企画部長兼個人融資部長 営業企画部副部長 吉田　洋

安積ブロック長兼安積支店長 東京支店長兼東京事務所長（証券国際部兼任） 福島　慎一郎

会津ブロック長兼会津支店長兼事務システム部会津地区
センター長

安積ブロック長兼安積支店長 宗像　敦

相双ブロック長兼相馬支店長 相双ブロック長兼相馬支店長兼相双ローンセンター長 淺井　利幸

総務部付 コンプライアンス統括部長 佐藤　典生

営業推進部副部長 営業企画部副部長兼個人融資部副部長 川西　学

営業推進部主任調査役 営業企画部主任調査役 貝沼　弘一

審査部副部長
会津ブロック長兼会津支店長兼事務部会津地区センター
長

大竹　一男

本店営業部副部長 本店営業部副部長兼富岡支店長兼浪江支店長 菅野　崇弘

総務部付 審査部副部長 早川　義隆

総務部付 個人融資部主任調査役 遠藤　信治

営業企画部主任調査役 柴宮支店長 山口　栄一

営業推進部主任調査役 湯本支店長 大島　淳一

営業推進部マネーコンサルティング室長 営業企画部主任調査役 上原　政章
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新職位 旧職位 氏名

本店営業部副部長 千石支店長兼門田支店長兼会津ローンセンター長 石井　秀和

柴宮支店長 さいたま支店次長 田部　英輝

福島支店副支店長兼福島南支店副支店長 福島支店次長兼福島南支店次長 大村　邦雄

猪苗代支店長 本宮支店次長 植木　修

坂下支店長 坂下支店次長 大関　弘美

千石支店長兼門田支店長兼会津ローンセンター長 坂下支店長 阿部　剛志

湯本支店長 平支店副支店長兼神谷支店副支店長 栗原　成樹

富岡支店長兼浪江支店長 営業企画部主任調査役 草野　保徳

東京支店長兼東京事務所長（証券国際部兼任） 郡山ローンセンター長 山田　美史

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

個人融資部主任調査役兼営業企画部主任調査役 飯沼　和久

郡山ローンセンター長 方八町支店次長兼小原田支店次長 五十嵐　和也

経営部主任調査役（みなさまの相談所担当） 個人融資部主任調査役 小林　浩孝

事務システム部主任調査役 事務部主任調査役兼コンプライアンス統括部主任調査役 大堀　裕嗣

監査部主任調査役 コンプライアンス統括部主任調査役 佐藤　祐二

監査部主任調査役 猪苗代支店長 板橋　一広

相双ローンセンター長 本店営業部主任調査役 福田　典男

コンタクトセンター主任調査役兼ハーモニー支店主任調
査役兼事務システム部主任調査役

個人融資部主任調査役 佐藤　雅彦

経営部調査役 営業企画部調査役兼システム部調査役兼事務部調査役 坂本　幸範

営業推進部調査役 本店営業部次長兼深沢支店次長 熊坂　英樹

営業推進部調査役 営業企画部部長代理 相田　幸江

審査部調査役 平支店次長兼神谷支店次長 佐藤　聡

朝日支店次長 喜多方支店次長 星　純

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長代理 圓谷　真吾

小野支店次長 原町支店次長 江川　聖治

方八町支店次長兼小原田支店次長 朝日支店次長 本多　秀宣

本宮支店次長 瀬上支店次長 桑名　賢一

須賀川支店次長 須賀川支店支店長代理 木野　修治

白河支店次長 方八町支店支店長代理兼小原田支店支店長代理 佐々木　大輔

白河支店次長 白河支店支店長代理 山岸　隆
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新職位 旧職位 氏名

会津支店次長 福島支店副支店長兼福島南支店副支店長 小松　秀

喜多方支店次長 若葉支店次長 五十嵐　栄司

平支店次長兼神谷支店次長 植田支店次長 曳地　範男

平支店次長兼神谷支店次長 湯本支店次長 薄井　剛志

原町支店次長 郡山ローンセンター次長 入木　昭範

さいたま支店次長 小名浜支店支店長代理 涌井　敬吾

さいたま支店次長 さいたま支店支店長代理 石田　俊介

若葉支店次長 個人融資部調査役 安田　豊

保原支店次長 小野支店次長 星　利男

郡山ローンセンター次長 白河ローンセンター支店長代理兼新白河駅前支店長代理 遠藤　準治

以下余白
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