
名称 名称

北海道ＳＣＧサービスセンター センター長 髙橋　庸夫

帯広ＳＣＧサービスセンター センター長 秦　　勝行

旭川ＳＣＧサービスセンター センター長 高橋　栄一

北海道統合情報センター 電 算 室 長 関上　智幸

盛岡ＳＣＧサービスセンター センター長 後藤　正晴

青森ＳＣＧサービスセンター センター長 藤江　宏之 (新任)

東北ＳＣＧサービスセンター センター長 喜藤　晋司 (新任)

秋田ＳＣＧサービスセンター センター長 木村　慎一

山形ＳＣＧサービスセンター センター長 橋本　隆行 (新任)

福島ＳＣＧサービスセンター センター長 関　　利樹

東北統合情報センター 電 算 室 長 髙橋　徹志 (新任)

栃木ＳＣＧサービスセンター センター長 稲見　和典 (新任)

茨城ＳＣＧサービスセンター センター長 小原　清人

さいたまＳＣＧサービスセンター センター長 福本　英幸

川越ＳＣＧサービスセンター センター長 河野　和紀 (新任)

群馬ＳＣＧサービスセンター センター長 谷　　俊行

長野ＳＣＧサービスセンター センター長 遠山　圭太 (新任)

新潟ＳＣＧサービスセンター センター長 谷　智佳子

栃木統合情報センター 電 算 室 長 横山　賢治

ＴＫＣ東・東京会 山本　潤二 首都圏東ＳＣＧサービスセンター センター長 山本　潤二

ＴＫＣ東京中央会 田中　康義 首都圏南ＳＣＧサービスセンター センター長 田中　康義

ＴＫＣ東京都心会 蒲池　和俊 首都圏西ＳＣＧサービスセンター センター長 蒲池　和俊

ＴＫＣ城北東京会 森脇　一光 首都圏北ＳＣＧサービスセンター センター長 森脇　一光

八王子ＳＣＧサービスセンター センター長 伊藤　秀樹 (新任)

山梨ＳＣＧサービスセンター センター長 宮川　隆嗣

千葉ＳＣＧサービスセンター センター長 赤平　　順

柏ＳＣＧサービスセンター センター長 荻原　和博

横浜ＳＣＧサービスセンター センター長 佐々木　学

東京統合情報センター 電 算 室 長 村岡　昌樹 (新任)

静岡ＳＣＧサービスセンター センター長 村田　　哲

浜松ＳＣＧサービスセンター センター長 山下　敏弘

名古屋ＳＣＧサービスセンター センター長 黒宮　和人 (新任)

岡崎ＳＣＧサービスセンター センター長 中島　公明

三重ＳＣＧサービスセンター センター長 照井　健輔 (新任)

岐阜ＳＣＧサービスセンター センター長 内藤　　真 (新任)

中部統合情報センター 電 算 室 長 赤松　義則 (新任)

金沢ＳＣＧサービスセンター センター長 南野　　寛

富山ＳＣＧサービスセンター センター長 髙尾　　浩

福井ＳＣＧサービスセンター センター長 福田　俊彦

ＴＫＣ近畿京滋会 佐分　建介 (新任) 京都ＳＣＧサービスセンター センター長 佐分　建介 (新任)

ＴＫＣ近畿大阪会 伊藤　元大 大阪ＳＣＧサービスセンター センター長 伊藤　元大

大阪南ＳＣＧサービスセンター センター長 佐々木宣久 (新任)

和歌山ＳＣＧサービスセンター センター長 福井　貴英

神戸ＳＣＧサービスセンター センター長 蒲池　典孝

姫路ＳＣＧサービスセンター センター長 金澤　陽介 (新任)

関西統合情報センター 電 算 室 長 秋山　春夫

四国ＳＣＧサービスセンター センター長 恒松　利充 (新任)

愛媛ＳＣＧサービスセンター センター長 吉野　充俊

高知ＳＣＧサービスセンター センター長 布施　正樹

岡山ＳＣＧサービスセンター センター長 田郷不二夫

福山ＳＣＧサービスセンター センター長 笠居　武司

広島ＳＣＧサービスセンター センター長 鈴木　　哲 (新任)

山口ＳＣＧサービスセンター センター長 髙橋　景吾

山陰ＳＣＧサービスセンター センター長 山本　英明

中四国統合情報センター 電 算 室 長 中島　幹夫

九州ＳＣＧサービスセンター センター長 山﨑　裕義 (新任)

長崎ＳＣＧサービスセンター センター長 天滿　晃士

北九州ＳＣＧサービスセンター センター長 小山　育伸 (新任)

熊本ＳＣＧサービスセンター センター長 成宮　啓造 (新任)

大分ＳＣＧサービスセンター センター長 芳賀　基安

宮崎ＳＣＧサービスセンター センター長 松田　信之

鹿児島ＳＣＧサービスセンター センター長 津野　晃寿

沖縄ＳＣＧサービスセンター センター長 新垣 　 全 (新任)

九州統合情報センター 電 算 室 長 福田　英治

沖縄統合情報センター 電 算 室 長 木原　大輔

ＴＫＣ中国会 新池　時彦

ＴＫＣ四国会 恒松　利充 (新任)
 四国統括センター
 統括センター長
 恒松　利充（新任）

ＴＫＣ九州会 鈴木　　浩
 九州統括センター
 統括センター長
 鈴木　　浩（新任）

(新任)
 中国統括センター
 統括センター長
 新池　時彦（新任）

ＴＫＣ南近畿会 佐々木宣久 (新任)

ＴＫＣ近畿兵庫会 蒲池　典孝

 西日本ＳＣＧ営業本部
 本部長
 吉野　仁裕（新任）

 東海統括センター
 統括センター長
 小林　和敏（新任）(新任)

ＴＫＣ北陸会 南野　　寛
 北陸統括センター
 統括センター長
 南野　　寛（新任）

 近畿統括センター
 統括センター長
 把野　　浩（新任）

ＴＫＣ神奈川会 佐々木　学

ＴＫＣ静岡会 村田　　哲

ＴＫＣ中部会 黒宮　和人

 関信統括センター
 統括センター長
 阿部　和成（新任）

 首都圏統括センター
 統括センター長
 藤本　聡（新任）

ＴＫＣ西東京山梨会 伊藤　秀樹 (新任)

ＴＫＣ千葉会 赤平　　順

 北海道統括センター
 統括センター長
 髙橋　庸夫（新任）

ＴＫＣ東北会 種市比登志
 東北統括センター
 統括センター長
 種市比登志（新任）

ＴＫＣ北海道会 髙橋　庸夫

 東日本ＳＣＧ営業本部
 本部長
 古川　忠彦（新任）ＴＫＣ関信会 阿部　和成（新任）

【ＴＫＣ　ＳＣＧ部門の新組織体制】
（平成２０年１０月１日現在）

地域会
ＳＣＧ営業本部 統括センター

ＳＣＧサービスセンター/統合情報センター
担当センター長名 センター長名


