
役員一覧

取締役

ビジネスモデルを支える経営基盤

齋藤　一雄（さいとう　かずお） 代表取締役　会長

1972�年�4�月 当行入行 2005�年�6�月 当行取締役兼執行役員審査部長
1995�年�6�月 当行太田西支店長 2006�年�6�月 当行常務取締役審査部長
1998�年�4�月 当行総合企画部副部長 �2007�年�6�月 当行常務取締役
�2001�年�6�月 当行秘書室長 2009�年�6�月 当行専務取締役
2003�年�6�月 当行東京支店長 2011�年�6�月 当行代表取締役頭取
2004�年�6�月 当行執行役員審査部長 2019�年�6�月 当行代表取締役会長（現職）

深井　彰彦（ふかい　あきひこ） 代表取締役　頭取

1984�年�4�月 当行入行 2013�年�6�月 当行取締役総合企画部長
2003�年�6�月 当行大阪支店長 2014�年�6�月 当行常務取締役営業統括部長
2005�年�6�月 当行桐生支店長 2015�年�6�月 当行常務取締役
�2007�年�6�月 当行太田支店長 2017�年�6�月 当行専務取締役
2009�年�6�月 当行リスク統括部長 2019�年�6�月 当行代表取締役頭取（現職）
2011�年�6�月 当行総合企画部長

堀江　信之（ほりえ　のぶゆき） 取締役　副頭取

�1978�年�4�月 当行入行 2011�年�6�月 当行執行役員人事部長
2000�年�2�月 当行深谷上柴支店長 2012�年�6�月 当行取締役兼執行役員人事部長
2002�年�3�月 当行人事部主任人事役 2013�年�6�月 当行取締役人事部長
2004�年�6�月 当行人事部副部長 2014�年�6�月 当行常務取締役コンプライアンス部長
2005�年�6�月 当行熊谷支店長 2015�年�6�月 当行常務取締役
2007�年�6�月 当行法人部長 2017�年�6�月 当行専務取締役
2009�年�6�月 当行執行役員宇都宮支店長 2019�年�6�月 当行取締役副頭取（現職）

花崎　哲（はなさき　さとし） 常務取締役

1981�年�4�月 当行入行 2013�年�6�月 当行執行役員大宮支店長
2001�年 10月 当行本庄南支店長 2013�年�7�月 当行執行役員太田支店長
2003�年 10月 当行営業統括部主任推進役 2016�年�6�月 当行執行役員東京支店長
2006�年�2�月 当行春日部支店長 2017�年�6�月 当行常務執行役員東京支店長
�2008�年�6�月 当行深谷支店長 2018�年�6�月 当行常務取締役（現職）
2010�年�6�月 当行法人部長 2018�年 10月 群馬財務 (香港 )

有限公司董事長 (現職 )2011�年�6�月 当行大宮支店長

湯浅　幸男（ゆあさ　ゆきお） 常務取締役

1983�年�4�月 当行入行 2012�年 10月 当行個人部長
2002�年 10月 当行吹上支店長 �2014�年�6�月 当行執行役員人事部長
2005�年�8�月 当行人事部主任人事役 2016�年�6�月 当行執行役員待遇出向

ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長2006�年�7�月 当行営業統括部主任推進役
2008�年�6�月 当行営業統括部副部長兼

営業戦略室長
2017�年�6�月 当行常務執行役員待遇出向

ぐんぎん証券株式会社代表取締役社長
�2009�年�6�月 当行大宮支店長 2019�年�6�月 当行常務取締役（現職）
�2011�年�6�月 当行個人金融資産部長
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井上　聰（いのうえ　さとし） 常務取締役

1983�年�4�月 当行入行 2011�年�6�月 当行法人部長
�2003�年�2�月 当行中泉支店長 2014�年�6�月 当行執行役員高崎支店長
2005�年�6�月 当行武蔵浦和支店長 2017�年�6�月 当行常務執行役員営業統括部長
2007�年�4�月 当行東京支店副支店長 2019�年�6�月 当行常務取締役（現職）
�2010�年�2�月 当行富岡支店長

入澤　広之（いりさわ　ひろゆき） 常務取締役

1984�年�4�月 当行入行 2009�年�6�月 当行審査部審査業務室長
2003�年 10月 当行高崎支店統括次長 2011�年�6�月 当行熊谷支店長
2005�年�6�月 当行所沢法人営業所 (出張所 )

開設準備委員長
�2014�年�6�月 当行総務部長
2016�年�6�月 当行執行役員総合企画部長

2006�年 10月 当行所沢支店長 �2018�年�6�月 当行常務執行役員総合企画部長
2006�年 12月 当行審査部主任審査役 2019�年�6�月 当行常務取締役（現職）

武藤　英二（むとう　えいじ） 社外取締役

1971�年�7�月 日本銀行入行 2007�年�5�月 株式会社髙島屋社外監査役（現職）
1993�年�5�月 日本銀行下関支店長 2010�年�6�月 みずほ信託銀行株式会社社外取締役
1998�年�9�月 日本銀行考査局長 2010�年 11月 一般財団法人民間都市開発推進機構

理事長2000�年�5�月 日本銀行名古屋支店長
2002�年�2�月 日本銀行理事 2015�年�6�月 当行取締役（現職）
2006�年�6�月 株式会社NTTデータ経営研究所

取締役会長

近藤　潤（こんどう　じゅん） 社外取締役

1976�年�4�月 株式会社 SUBARU（当時の商号 :
富士重工業株式会社）入社

2007�年�4�月 同社常務執行役員戦略本部長兼
スバル原価企画管理本部長

2003�年�6�月 同社執行役員スバル製造本部長兼
群馬製作所長

�2008�年�6�月 同社取締役兼専務執行役員戦略本部長
�2009�年�4�月 同社取締役兼専務執行役員

�2004�年�5�月 同社執行役員スバル原価企画管理
本部長兼コスト企画部長

2010�年�6�月 群馬テレビ株式会社社外取締役
2011�年�6�月 株式会社 SUBARU代表取締役副社長

�2004�年�6�月 同社常務執行役員スバル原価企画
管理本部長

�2016�年�6�月 当行取締役（現職）
2017�年�6�月 株式会社 SUBARU取締役会長

�2006�年�6�月 同社常務執行役員
スバル原価企画管理本部長兼
スバル購買本部副本部長

50 51 



監査役

役員一覧

ビジネスモデルを支える経営基盤

中村　修輔（なかむら　しゅうすけ） 常勤監査役

1979�年�4�月 当行入行 2009�年�6�月 当行秘書室長
2001�年�8�月 当行人事部主任人事役 2011�年�6�月 当行総務部長
2002�年 10月 当行駒形支店長 2013�年�6�月 当行執行役員総務部長
2004�年�6�月 当行総合企画部副部長 2014�年�6�月 当行執行役員監査部長
�2007�年�2�月 当行宇都宮支店長 2016�年�6�月 当行常勤監査役 (現職 )

渡辺　紀幸（わたなべ　のりゆき） 常勤監査役

1983�年�4�月 当行入行 2013�年�7�月 当行渋川支店長
2006�年�8�月 当行総合企画部主任調査役 2015�年�6�月 当行執行役員コンプライアンス部長
2007�年�6�月 当行監査部主任検査役 2016�年�6�月 当行執行役員人事部長
2009�年�6�月 当行高崎北支店長 2018�年�6�月 当行常勤監査役（現職）
2011�年�6�月 当行秘書室長

小林　洋右（こばやし　ひろすけ） 社外監査役

1963�年�4�月 日本放送協会入局 2001�年 10月 同社代表取締役社長兼営業部長
1973�年�6�月 有限会社鹿島屋入社 2004�年�2�月 同社代表取締役社長
1975�年�6�月 同社常務取締役 2010�年�6�月 同社取締役会長
1985�年�1�月 株式会社エフエム群馬入社 2012�年�6�月 当行監査役 (現職 )
1992�年�6�月 同社取締役放送部長 2013�年�6�月 株式会社エフエム群馬相談役
1997�年�4�月 同社常務取締役営業部長

福島　金夫（ふくしま　かねお） 社外監査役

1972�年�4�月 群馬県入庁 2012�年�6�月 公益財団法人群馬県教育文化事業団
理事長1997�年�4�月 同県富岡財務事務所長

2003�年�4�月 同県病院局長 2012�年�6�月 公益財団法人群馬交響楽団理事
2007�年 11月 同県総務部長 2014�年�6�月 当行監査役 (現職 )
2008�年�4�月 群馬県教育委員会教育長

田中　誠（たなか　まこと） 社外監査役

1978�年�4�月 東京海上火災保険株式会社入社 2007�年�4�月 群馬県包括外部監査人
1993�年�8�月 公認会計士登録

公認会計士田中誠事務所開設
�2010�年�7�月 日本公認会計士協会東京会幹事
2010�年 11月 渋川商工会議所副会頭 (現職 )

1993�年 11月 税理士登録 2016�年�3�月 翠星監査法人設立�代表社員(現職)
1998�年�3�月 翠巒公認会計士共同事務所開設

代表公認会計士
2016�年�6�月 当行監査役 (現職 )
2016�年�6�月 ホーチキ株式会社社外監査役(現職)

�2002�年�9�月 税理士法人田中会計設立
(現タクス税理士法人 )
代表社員税理士 (現職 )
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専務執行役員 本店営業部長 大沢　俊夫 （おおさわ　としお）

常務執行役員 太田支店長 堀江　明彦 （ほりえ　あきひこ）

常務執行役員 総務部長 小板橋　信也 （こいたばし　しんや）

常務執行役員 監査部長 武藤　慶太 （むとう　けいた）

常務執行役員 人事部長 後藤　明弘 （ごとう　あきひろ）

常務執行役員 営業統括部長 武井　　勉 （たけい　つとむ）

常務執行役員 高崎支店長 北村　喜幸 （きたむら　のぶゆき）

常務執行役員 総合企画部長 内堀　剛夫 （うちぼり　たけお）

執行役員 東京支店長 廣田　　敦 （ひろた　あつし）

執行役員 大宮支店長 眞下　公利 （ましも　きみとし）

執行役員 システム部長 有坂　直文 （ありさか　なおふみ）

執行役員 市場金融部長 森尻　康弘 （もりじり　やすひろ）

執行役員 資産形成サポート部長 岡田　芳久 （おかだ　よしひさ）

執行役員 審査部長 長岡　聡実 （ながおか　さとみ）

執行役員 リスク統括部長 齊藤　秀之 （さいとう　ひでゆき）

執行役員
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組織図 （2019 年 6 月 30 日現在）
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