
 
平成 21 年４月 30 日 

各 位 

電 源 開 発 株 式 会 社                 

代表取締役社長 中垣 喜彦 

（コード番号：9513 東証第一部） 

問合せ先：秘書広報部広報室 

（電話：03-3546-2211） 

 

役員人事 

 

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事を下記のとお

り内定し、来る６月 25 日開催の第 57 回定時株主総会において承認を求める予定で

す。代表取締役および役付取締役については、株主総会後の取締役会において、ま

た常任監査役については、株主総会後の監査役会において正式に決定する予定です。 

また、６月 25 日付執行役員の人事についても決定いたしましたので、あわせてお

知らせいたします。 

 

（ ）カッコ内は現職名 

※ は３月 31 日発表済 

記 

１．取締役 

※代表取締役会長 沢部 清 [昇任] （代表取締役副社長）

※代表取締役社長 北村 雅良 [昇任] （代表取締役副社長）

代表取締役副社長 太田 信一郎 [再任]  

同 秦野 正司 [再任]  

同 前田 泰生 [昇任] （常務取締役） 

同 坂梨 義彦 [昇任] （常務取締役） 

常務取締役 日野 稔 [再任]  

同 藤冨 正晴 [再任]  

同 渡部 肇史 [昇任] （取締役） 

取締役 水沼 正剛 [新任] （常務執行役員） 

同 村松 清貴 [新任] （常務執行役員） 

同 竹股 邦治 [新任] （常務執行役員） 

同 田生 宏禎 [新任] （執行役員） 

同 梶谷 剛 [新任] （弁護士  総務省

年金記録確認中央第

三者委員会委員長）

      梶谷剛氏は社外取締役候補者です。 



   
 

２．監査役 

常任監査役 島田 寛治 [新任] （常務取締役） 

同 藤原 隆 [昇任] （監査役） 

監査役 砂道 紀人   
同 大塚 陸毅   
同 宮原 秀彰   

      藤原隆、大塚陸毅および宮原秀彰は社外監査役です。 

 

３．取締役および監査役退任予定者（６月 25 日付） 

※代表取締役社長 中垣 喜彦  
常務取締役 島田 寛治  
取締役 小杉 友男  

同 田澤 浩一  
常任監査役 堀  正幸  

 

４．執行役員 

    （１）常務執行役員 

林 耕四郎 [再任]  

菊池 浩一郎 [昇任] （執行役員） 

永島 順次 [昇任] （執行役員） 

松岡 史悦 [昇任] （執行役員） 

    （２）執行役員 

片平 猛 [再任]  

奥村 龍志 [再任]  

佐俣 明 [新任] （審議役（対外渉務に関する事項担当）兼

秘書広報部長兼秘書広報部秘書室長） 

内山 正人 [新任] （審議役（燃料に関する事項担当）兼エネ

ルギー業務部長） 

江藤 修治 [新任] （国際業務部長） 

中村 至 [新任] （人事労務部長） 

尾ノ井 芳樹 [新任] （設備企画部長） 

村山 均 [新任] （火力発電部長） 

    （３）退任予定者（６月 25 日付） 

永吉 洋 （常務執行役員） 

以 上 

＜添付資料＞ 

・昇任･新任取締役略歴（３月 31 日発表分除く） 

・昇任･新任監査役略歴 

・昇任･新任執行役員略歴 



まえだ    やすお 

前 田 泰 生 

 

生年月日 昭和２６年１月３１日 

                         出 身 地      高知県 

 

略  歴 

 

昭和４９年 ３月  東京工業大学 工学部 土木工学科 卒業 

昭和４９年 ４月  電源開発株式会社入社 

平成 ２年 ２月   原子力部 原子力建設室課長 

平成 ４年 ７月   建設部 建設業務室課長 

平成 ５年 ７月   建設部 工事課長 

平成 ７年 ２月   橘湾火力建設所長代理 

平成 ９年 ７月   建設部 建設管理グループリーダー 

平成１２年 ２月   建設部長代理 

平成１３年 ７月   エンジニアリングセンター所長代理 

平成１４年 ４月   エンジニアリング事業部長代理 

平成１４年１０月   執行役員・エンジニアリング事業部長 

平成１６年 ６月   取締役 執行役員・エンジニアリング事業部長 

平成１８年 ６月   常務取締役 



坂
さか

 梨
なし

 義
よし

 彦
ひこ

 

 

 

生年月日 昭和28年11月12日 

出 身 地  福岡県 

 

 

略  歴 

 

 

昭和５１年 ３月    京都大学経済学部卒業 

昭和５１年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ３年 ７月     経理部財務室課長 

平成 ７年 ４月     企画部主査（アメリカ合衆国ワシントン市駐在） 

平成 ９年 ７月     企画部新技術・事業グループリーダー 

平成１１年 ７月     新事業開発部計画グループリーダー 

平成１２年 ７月     新事業開発部長代理 

平成１３年 ７月     新事業戦略室長 

平成１４年１０月     執行役員・事業企画部長 

平成１６年 ６月     取締役 

平成１９年 ６月     常務取締役 

 

 



わた なべ  とし ふみ 

渡 部 肇 史 

 

生年月日 昭和３０年 ３月１０日 

出 身 地 大分県         

 

略  歴 

 

昭和５２年 ３月  東京大学 法学部 卒業 

 

昭和５２年 ４月  電源開発株式会社入社 

 

平成 ３年１０月   原子力部 原子力業務室課長 

 

平成 ５年 ７月   原子力部 原子力業務課長 

 

平成 ５年１０月   企画部 企画課長 

 

平成 ９年 ７月   企画部経営企画グループリーダー 

 

平成１０年 ７月   企画部経営企画・調査グループリーダー 

 

平成１２年 ７月   企画部 民営化準備室長 

 

平成１２年１２月   企画部長代理 兼企画部 民営化準備室長 

 

平成１４年 ４月   企画部長 兼企画部 民営化準備室長 

 

平成１６年 ６月   経営企画部長 

 

平成１８年 ６月   取締役 



水
みず

 沼
ぬま

 正
せい

 剛
ごう

 

 

 

生年月日 昭和28年 5月 1日 

出 身 地  東京都 

 

 

略  歴 

 

 

昭和５３年 ３月    東京大学法学部卒業 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ４年 ７月     関東支社総務課長 

平成 ６年 ７月     原子力部原子力業務課長 

平成 ８年 ７月     開発計画部課長 

平成 ９年 ７月     開発計画部計画グループリーダー 

平成１２年 ７月     企画部経営企画グループリーダー 

平成１４年 ４月     国際事業部部長 

平成１６年 ６月     執行役員・国際事業部長 

平成１９年 ６月     常務執行役員・国際事業部長 

平成２０年 ７月     常務執行役員・国際事業本部副本部長 

 



村
むら

 松
まつ

 清
きよ

 貴
たか

 

 

 

生年月日 昭和29年 2月 26日 

出 身 地  山梨県 

 

 

略  歴 

 

 

昭和５１年 ３月    早稲田大学理工学部電気工学科卒業 

昭和５１年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ７年 ７月     火力部火力技術課長 

平成 ９年 ７月     火力部技術グループリーダー 

平成１１年 ７月     松島火力発電所長代理 

平成１２年１０月     新事業開発部長代理 

平成１３年 ７月     新事業部長代理 

平成１４年 ４月     新事業部部長（火力担当） 

平成１７年 ６月     技術開発センター所長 

平成１８年 ６月     執行役員・技術開発センター所長 

平成１９年 ６月     常務執行役員・技術開発センター所長 

平成２０年 ６月     常務執行役員・環境エネルギー事業部長 

 

 



竹
たけ

 股
また

 邦
くに

 治
はる

 

 

 

生年月日 昭和29年 9月 29日 

出 身 地  山形県 

 

 

略  歴 

 

 

昭和５３年 ３月    早稲田大学法学部卒業 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ４年１２月     立地環境部第一立地室課長（火力担当） 

平成 ５年 ７月     立地環境部火力立地課長 

平成 ７年 ４月     経理部財務課長 

平成 ９年 ７月     経理部財務グループリーダー 

平成１４年 ４月     財務部財務室長 

平成１５年 ７月     財務部長代理兼財務部財務室長 

平成１６年 ６月     事業企画部長 

平成１８年 ６月     執行役員・事業企画部長 

平成１８年 ７月     執行役員・経営企画部長 

平成１９年 ６月     常務執行役員・経営企画部長 

 



田
た

 生
のう

 宏
ひろ

 禎
ただ

 
 

 

生年月日  昭和29年8月10日生 

出 身 地  東京都 

 

 

略   歴 
 

 

昭和５３年 ３月    東京大学工学部電気工学科卒業 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ６年 ４月     奥清津第二建設所電気課長 

平成 ８年 ８月     工務部水力電気課長 

平成１０年１０月     関東支社下郷電力所長代理 

平成１２年 ７月     工務部発電技術グループリーダー 

平成１３年 ４月     工務部品質管理システムグループリーダー 

平成１４年 ４月     水力流通事業部電気グループリーダー 

平成１５年 ６月     総務部付開発電気株式会社出向 

平成１６年 ４月     株式会社ＪＰハイテック出向 

平成１７年 ６月     水力・送変電事業部長代理 

平成１８年 ７月     水力・送変電部長 

平成１９年 ６月     執行役員・水力・送変電部長 



 

梶 谷
か じ た に

 剛
ごう

 
 

生年月日  昭和 11 年 11 月 22 日生 

出 身 地  東京都 

 

略    歴 

 

昭和３４年 ３月    成蹊大学政治経済学部卒業 

昭和４２年 ４月    弁護士登録（第一東京弁護士会入会） 

            梶谷法律事務所入所（現梶谷綜合法律事務所） 

昭和６０年 ４月    第一東京弁護士会副会長 

日本弁護士連合会常務理事 

平成 ２年 １月    日本弁護士連合会事務次長 

平成１０年 ４月    日本弁護士連合会副会長 

第一東京弁護士会会長 

平成１１年 ６月    財団法人日弁連法務研究財団理事 

平成１４年 ４月    財団法人日本法律家協会理事 

平成１６年 ４月    日本弁護士連合会会長 

平成１９年 ６月    総務省年金記録確認中央第三者委員会委員長 

 



島
しま

 田
だ

 寛
かん

 治
じ

 

 

 

生年月日 昭和27年 3月 29日 

出 身 地  千葉県 

 

 

略  歴 

 

 

昭和５０年 ３月    早稲田大学法学部卒業 

昭和５０年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ２年 ２月     総務部広報室課長 

平成 ４年 ３月     開発計画部課長 

平成 ７年 ７月     企画部次長 

平成１１年１０月     人事労務部長代理 

平成１２年 ６月     新事業開発部長 

平成１３年 ７月     新事業部長 

平成１４年 ４月     執行役員・新事業部長 

平成１５年 ６月     総務部長 

平成１６年 ６月     取締役 

平成１９年 ６月     常務取締役 

                        



藤
ふじ

 原
わら

   隆
たかし

 
 

生年月日  昭和23年11月8日生 

出 身 地  秋田県 

 

 

略    歴 
 

昭和４７年 ３月    東京大学経済学部卒業 

 

昭和４７年 ４月    大蔵省入省 

平成 ４年 ７月     主税局調査課長 

平成 ５年 ７月     証券局証券市場課長 

平成 ７年 ６月      同 証券業務課長 

平成 ８年 ７月      同 総務課長 

平成１０年 ７月     東北財務局長 

平成１１年 ７月     金融監督庁長官官房審議官 

平成１２年 ７月     金融庁総務企画部審議官（総務担当） 

平成１３年 １月      同 総務企画局審議官（ 同 ） 

平成１４年 ７月      同 総務企画局長 

平成１５年 ７月    辞職 

平成１５年 ９月    損害保険料率算出機構副理事長 

平成１８年 ７月    株式会社ジャスダック証券取引所 

取締役 代表執行役会長 自主規制責任者 

平成２０年 ６月    電源開発株式会社 監査役 



菊
きく

 池
ち

 浩
こう

 一
いち

 郎
ろう

 
 

 

生年月日  昭和 27年 4 月 22日生 

出 身 地  岩手県 

 

 

略   歴 
 

 

昭和５０年 ３月    京都大学工学部土木工学科卒業 

昭和５０年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ３年 ７月     関西支社土木課長 

平成 ５年 ７月     奥清津第二建設所二居工区長 

平成 ８年 ２月     奥清津第二建設所長代理 

平成 ８年１２月     総合技術試験所長代理 

平成１０年 ４月     建設部湯之谷グループリーダー 

平成１１年 ８月     中部支社長代理兼中部支社天竜川調査所長 

平成１２年 ７月     中部支社長代理兼中部支社天竜川調査所長 

             兼中部支社揖斐川調査所長   

平成１４年１１月     エンジニアリング事業部長代理 

平成１７年 ６月     水力・送変電事業部西日本支店長 

平成１８年 ４月     原子力事業部大間原子力建設準備事務所長 

平成１９年 ６月     執行役員・大間原子力建設準備事務所長 



永
なが

 島
しま

 順
じゅん

 次
じ

 
 

 

生年月日  昭和27年9月5日生 

出 身 地  山口県 

 

 

略   歴 
 

 

昭和５２年１２月    カナダ国オンタリオ州立トロント大学大学院 

工学修士修了 

昭和５３年 ３月    大阪大学大学院工学研究科原子力工学専攻修了 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年 ７月     若松総合事業所若松石炭利用技術試験所主査 

平成 ６年 ４月     原子力部原子力建設課長 

平成 ９年 ７月     原子力部機械グループリーダー 

平成１１年 ９月     原子力部技術開発グループリーダー 

平成１２年 ７月     原子力部計画グループリーダー 

平成１４年 ４月     原子力事業部長代理 

平成１６年 ７月     原子力事業部大間原子力建設準備事務所副所長 

平成１８年 ４月     原子力事業部長 

平成１９年 ６月     執行役員・原子力事業部長 

平成２０年 ６月     執行役員・原子力建設部長・ 

原子力事業本部長代理 

 

 

 



松
まつ

 岡
おか

 史
ふみ

 悦
よし

 
 

 

生年月日  昭和 28年 9 月 15日生 

出 身 地  東京都 

 

 

略   歴 
 

 

昭和５２年 ３月    早稲田大学理工学部機械工学科卒業 

昭和５２年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年 ７月     竹原火力改造工事事務所機械課長 

平成 ８年 １月     火力部火力建設室課長 

平成 ９年 ７月     火力建設部建設管理グループリーダー 

平成１２年 ７月     国際事業部調査役 

平成１３年１０月     マレーシア国プライ町駐在 

平成１５年 ７月     火力事業部長代理 

平成１８年 ７月     火力発電部長 

平成１９年 ６月     執行役員・火力発電部長 

平成２０年 ６月     執行役員 



佐
さ

 俣
また

  明
あきら

 
 

生年月日  昭和29年8月27日生 

出 身 地  東京都 

 

 

略    歴 
 

昭和５２年 ３月    早稲田大学商学部卒業 

 

昭和５２年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ３年１０月     秘書部課長 

平成 ４年１０月     秘書部主査（社長秘書） 

平成 ６年 ７月     関東支社総務課長 

平成 ８年１０月     経理部予算課長 

平成 ９年 ７月     経理部予算グループリーダー 

平成１２年 ７月     営業部営業グループリーダー 

平成１３年 ７月     営業部長代理 

平成１５年 ６月     開発電子技術株式会社出向 

平成１６年 ６月     総務部長 

平成１８年 ４月     総務部長兼総務部広報室長 

平成１８年 ７月     審議役兼秘書広報部長兼秘書広報部秘書室長 

 

 

 



内
うち

 山
やま

 正
まさ

 人
と

 
 

生年月日  昭和30年7月23日生 

出 身 地  福岡県 

 

 

略    歴 
 

昭和５３年 ３月    慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

 

昭和５３年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ４年 ７月     関西支社総務課長 

平成 ７年 ４月     総務部広報室課長 

平成１２年 ７月     人事労務部調査役 

平成１４年 ４月     人事労務部長代理 

平成１４年１０月     事業企画部長代理 

平成１６年 ７月     事業企画部部長 

平成１７年 ３月     エネルギー業務部長 

平成２０年 ７月     審議役兼エネルギー業務部長 

 



江
え

 藤
とう

 修
しゅう

 治
じ

 
 

生年月日  昭和32年2月3日生 

出 身 地  大分県 

 

 

略    歴 
 

昭和５４年 ３月    一橋大学社会学部卒業 

 

昭和５４年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年１０月     大間原子力総合立地事務所立地課課長 

平成 ６年 ７月     資材部契約課課長 

平成１０年 ７月     企画部管理グループリーダー 

平成１４年 ４月     火力事業部長代理 

平成１５年 ７月     開発電気株式会社出向 

平成１６年 ４月     株式会社ジェイペック出向 

平成１７年１０月     財務部長 

平成２０年 ７月     国際業務部長 

 



中
なか

 村
むら

  至
いたる

 
 

生年月日  昭和30年1月10日生 

出 身 地  島根県 

 

 

略    歴 
 

昭和５４年 ３月    東京大学法学部卒業 

 

昭和５４年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ５年１０月     企画部企画課課長 

平成 ８年 ７月     総務部総務課長 

平成１３年 ７月     総務部株式公開準備グループリーダー 

平成１４年 ４月     企画部経営企画グループリーダー 

平成１６年 ７月     経営企画部長代理 

平成１８年 ７月     設備企画部部長 

平成１９年 ７月     人事労務部長 

 

 



尾
お

 ノ
の

 井
い

  芳
よし

 樹
き

 
 

生年月日  昭和30年7月14日生 

出 身 地  兵庫県 

 

 

略    歴 
 

昭和５４年 ３月    京都大学工学部土木工学科卒業 

 

昭和５４年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ７年 ２月     沖縄海水揚水建設所工事課課長 

平成 ７年 ７月     国際事業部国際営業技術課課長 

平成 ９年 ７月     国際事業部 IPP 事業室（課長） 

平成１４年 ４月     新事業戦略室（副部長） 

平成１６年 ４月     事業企画部長代理 

平成１８年 ７月     設備企画部長 

 

 



村
むら

 山
やま

  均
ひとし

 
 

生年月日  昭和29年2月2日生 

出 身 地  長野県 

 

 

略    歴 
 

昭和５５年 ３月    北海道大学大学院工学研究科 

合成化学工学専攻修了 

 

昭和５５年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ６年 ４月     火力部火力建設室課長 

平成１０年 ３月     橘湾火力建設所機械グループリーダー 

平成１２年 ７月     橘湾火力建設所機械グループリーダー 

兼橘湾火力発電所保修グループリーダー 

平成１４年 ７月     火力事業部企画・管理グループ（副部長） 

平成１５年 ６月     開発電気株式会社出向 

平成１６年 ４月     株式会社ジェイペック出向 

平成１８年 ６月     火力事業部長代理 

平成１８年 ７月     火力発電部長代理 

平成２０年 ６月     火力発電部長 
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