
平成 24年４月 26日 

 

各   位 

 

会 社 名 北陸電力株式会社         

代表者名 取締役社長 久和 進     

（コード番号 9505東証・大証一部） 

問合せ先 人事労務部          

   秘書部長 小林 真   

（TEL. 076-441-2511） 

 

 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動を別紙のとおり内定いたしました

ので、お知らせいたします。 

なお、正式には６月 27 日開催の株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て決定の

予定です。 

また、６月 27 日付予定の執行役員および支配人等の人事についても内定いたしましたの

で、併せてお知らせいたします。 



－１－

役　員　人　事　等　に　つ　い　て

　本日開催の取締役会において、役員人事等について次のとおり内定いたしましたので、お知らせ
いたします。来る６月２７日開催の第８８回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、
正式に決定される予定です。

１．取締役候補者ならびに監査役候補者について

(1)　取締役 （　）は、現職位

①　候補者

代表取締役会長 永　原　　　功 （代表取締役会長）

代表取締役社長 久  和      進 （代表取締役社長）

代表取締役副社長 堀　　　祐　一 （代表取締役副社長 地域共生本部長 原子力本部長）
　地域共生本部長
　原子力本部長

代表取締役副社長 本　林　敏　功 （代表取締役副社長）

代表取締役副社長 三　鍋　光　昭 （常務取締役）

常務取締役 荒　井　行　雄 （常務取締役）

常務取締役 金  井      豊 （常務取締役）
　原子力本部副本部長

常務取締役 近　谷　雅　人 （常務取締役 営業本部副本部長）
　営業本部長

常務取締役 赤　丸　準　一 （執行役員 火力部担任）

常務取締役 矢  野      茂 （執行役員 経営企画部長）

常務取締役 堀　田　正　之 （執行役員 石川支店長）

②　退任予定者

松　岡　幸　雄 （代表取締役副社長 営業本部長）

若　宮　真　自 （常務取締役 原子力本部副本部長）

塚　　　宏　之 （常務取締役）

(2)　監査役 （　）は、現職位

①　候補者

高　桑　幸　一 （常勤監査役）

淤　見　隆　昌 （執行役員 資材部長）

犬　島　伸一郎 （監査役）

深  山      彬 （監査役）

川　田　達　男 （監査役）

②　退任予定者

坂　本　善　成 （常勤監査役）

　上記により株主総会後の役員の総数は、現状どおり、取締役１１名、監査役５名（うち
社外監査役３名）の１６名となります。

北陸電力株式会社
平成24年4月26日



－２－

(1) 常務執行役員の退任（６月２７日付予定） １名

　　松　田　範　幸　

(2) 執行役員の選任および職務委嘱（６月２７日付予定） １６件　

執行役員 柴田　俊治 土木部担任 土木部長

執行役員 西野　彰純 原子力本部 志賀原子力発電所長 同　左

執行役員 熊谷　正夫 総務部長 同　左

執行役員 酒井　英治 富山支店長 同　左

執行役員 坂本　希一 原子力本部 地域社会部長 同　左

執行役員 園 　 博昭 技術開発研究所長 同　左

執行役員待遇 松本  重夫 経営企画部部長 同　左

執行役員待遇 長谷川 俊行 経営企画部部長 同　左

執行役員 河本　浩一 営業本部 営業推進部長 支配人 営業本部 営業推進部長

(新任）

執行役員 宮崎　泰仁 地域広報部長 支配人 品質管理部長

(新任）

執行役員 尾島　志朗 営業本部 営業部長 支配人 営業本部 営業部長

(新任）

執行役員 平崎  耕治 立地用地部長 支配人 立地用地部長

(新任）

執行役員 佐々木 輝明 福井支店長 支配人 営業本部付部長

(新任）

執行役員 水上　靖仁 東京支社長 支配人 経理部長

(新任）

  北電ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ株式会社 社長

現　　職　　位

  株式会社北陸電力ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 社長

２．常務執行役員の任期満了に伴う退任、執行役員の全員任期満了に伴う選任および

　　職務委嘱等の内定について

氏　　　　名 新　　職　　位

 <北陸発電工事株式会社 専務>



－３－

執行役員 高林　幸裕 経営企画部長 支配人 経営企画部部長

(新任）

執行役員 石黒　伸彦 石川支店長

(新任）

< >内の会社の役員就任については、株主総会ならびに取締役会の承認を前提としており

ます。

(3) 執行役員の退任（６月２７日付予定） １名

　　水　野　一　義　

現　　職　　位氏　　　　名 新　　職　　位

支配人 原子力本部 志賀原子力
発電所所長代理



－４－

３．支配人の全員任期満了に伴う選任および職務委嘱等の内定について

(1) 支配人の選任および職務委嘱等（６月２７日付予定） 

支配人 宮島　悦郎 品質管理部長 七尾支社長

支配人 松島　英章 同　左

支配人 高松　  正 経営企画部部長 同　左

支配人 白江　孝俊 環境部長 同　左

支配人 灰谷  久登 人事労務部長 同　左

支配人 須河　元信 経理部長 魚津支社長

支配人 山下　義順 資材部長 高岡支社長

支配人 前川　  功 土木部長 土木部部長（耐震担当）

支配人 片川　秀基 土木部部長（地質担当） 同　左

支配人 舟木　  聡 土木部水力室長 同　左

支配人 西野　克彦 情報通信部長 同　左

支配人 柳森　幹男 配電部長 同　左

支配人 堂谷　芳範 電力流通部長 同　左

支配人 水野　弘一 電力流通部部長（送変電計画担当） 同　左

支配人 新村　尚之 同　左原子力本部 原子力部長

 <北電情報ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社 社長>

経営企画部部長

 <北陸通信ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 常務>

１８件　

氏　　　　名 新　　職　　位 　現　　職　　位



－５－

支配人 林　　義光 同　左

支配人 石田　敏幸 同　左

支配人待遇 駒見 愼太郎 技術開発研究所部長 同　左

< >内の会社の役員就任については、それぞれの株主総会ならびに取締役会の承認を前提と

しております。

(2) 支配人の退任（６月２７日付予定） ２名

　　増　岡　伸　一　　　　浅　野　善　弘

なお、支配人を新たに選任しないこととし、現職がいなくなった段階で、支配人制度を

廃止いたします。

原子力本部 志賀原子力発電所
原子炉主任技術者（１号機担当）

原子力本部 志賀原子力発電所
原子炉主任技術者（２号機担当）

氏　　　　名 新　　職　　位 　現　　職　　位



－６－

（参　考）

・退任取締役の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

松　岡　幸　雄 北陸電気工事株式会社　取締役社長

若　宮　真　自 北陸発電工事株式会社　取締役社長

塚　　　宏　之 北陸計器工業株式会社　取締役社長

・退任監査役の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

坂　本　善　成 北電産業株式会社　常務取締役

・退任常務執行役員の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

松　田　範　幸 北電技術コンサルタント株式会社　取締役社長

・退任執行役員の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

水　野　一　義 北陸経済連合会　専務理事

・退任支配人の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

増　岡　伸　一 日本海建興株式会社　専務取締役

浅　野　善　弘 一般財団法人北陸電気保安協会

　なお、これらの会社等の役員就任については、それぞれの株主総会ならびに取締役会等

の承認を前提としております。



略　　　歴　　　書

み        なべ       みつ      あき

三　　鍋　　光　　昭

昭和２８年９月１日生

富　山　県　出　身

学　　　　　歴

　　昭和５１年　３月 金沢大学法文学部法学科卒業

職　　　　　歴

　　昭和５１年　４月 北陸電力株式会社入社

　　平成　６年　７月   同　社　営業部需給課長

　　平成　７年　７月 　同　社　営業部営業計画課長

　　平成１０年　７月   同　社　営業部副部長

　　平成１２年　７月 　同　社　営業推進部販売計画チーム統括（副部長）

　　平成１３年　３月

　　平成１３年　７月 　同　社　福井支店営業部長

　　平成１５年　４月 　同　社　魚津支社長

　　平成１６年　４月 　同　社　支配人　魚津支社長

　　平成１７年　６月 　同　社　支配人　営業推進部部長（営業推進担当）

　　平成１７年　７月 　同　社　支配人　営業部長

　　平成１９年　６月 　同　社　執行役員　経営企画部長

　　平成２１年　６月 　同　社　常務取締役

　　　　　現在に至る

以　　上　　　

　同　社　営業推進部販売計画チーム統括（副部長）
　　　　　兼営業推進部企業誘致チーム統括（副部長）

　　所有株式数　１５，５００株（平成２４年３月３１日現在）



略　　　歴　　　書

あか      まる     じゅん      いち

赤　　丸　　準　　一

昭和３０年４月２４日生

富　山　県　出　身

学　　　　　歴

　　昭和５３年　３月 横浜国立大学工学部機械工学科卒業

職　　　　　歴

　　昭和５３年　４月 北陸電力株式会社入社

　　平成　７年　７月   同　社　火力部火力技術課長

　　平成１０年　７月   同　社　七尾大田火力発電所次長

　　平成１２年　７月 　同　社　火力部火力品質管理チーム統括（課長）

　　平成１３年　７月 　同　社　火力部火力品質管理チーム統括（副部長）

　　平成１４年　４月

　　平成１５年　４月 　同　社　火力部火力保守チーム統括（副部長）

　　平成１６年　４月 　同　社　富山支店神通電力部長

　　平成１７年　６月 　同　社　支配人　火力部長

　　平成１９年　６月 　同　社　支配人　経営企画部部長

　　平成２１年　６月 　同　社　執行役員　経営企画部部長

　　平成２３年　６月 　同　社　執行役員　火力部担任

　　　　　現在に至る

以　　上　　　

  同　社　火力部火力品質管理チーム統括（副部長）
　　　　　兼火力部火力保守チーム統括（副部長）



略　　　歴　　　書

や　　　 　の     　　 　 　 しげる

矢　　野　　　　　茂

昭和３２年８月２９日生

福　井　県　出　身

学　　　　　歴

　　昭和５５年　３月 神戸大学法学部卒業

職　　　　　歴

　　昭和５５年　４月 北陸電力株式会社入社

　　平成　９年　７月

　　平成１０年　７月

　　平成１２年　７月   同　社　営業推進部営業企画チーム統括（課長）

　　平成１３年　３月
  同　社　営業推進部営業企画チーム統括（課長）
　　　　　兼営業推進部企業誘致チーム（課長）

　　平成１３年　６月   同　社　営業推進部営業企画チーム統括（課長）

　　平成１５年　４月   同　社　営業推進部販売計画チーム統括（課長）

　　平成１５年　７月

　　平成１６年　４月

　　平成１７年　６月

　　平成１９年　６月

　　平成２１年　６月 　同　社　執行役員　経営企画部長

　　　　　現在に至る

以　　上

  同　社　支配人　営業本部 営業部長

  同　社　営業推進部（副部長）(営業担当）

  同　社　企画室課長（調査担当）

  同　社　丹南支社長

  同　社　営業部営業計画課長

  同　社　営業推進部販売計画チーム統括（副部長）



略　　　歴　　　書

ほり       た    　 まさ       ゆき

堀　　田　　正　　之

昭和３０年４月１３日生

石　川　県　出　身

学　　　　　歴

　　昭和５３年　３月 富山大学経済学部経済学科卒業

職　　　　　歴

　　昭和５３年　４月 北陸電力株式会社入社

　　平成　７年　７月   同　社　社長室課長（人事労務計画担当）

　　平成　９年　７月   同　社　企画室企画担当課長

　　平成１２年　７月 　同　社　経営企画部設備・需給チーム（課長）

　　平成１３年　７月 　同　社　経営企画部経営戦略チーム統括（副部長）

　　平成１７年　６月 　同　社　支配人　経営企画部部長（経営企画担当）

　　平成１９年　６月 　同　社　支配人　経営管理部長

　　平成１９年　７月 　同　社　支配人　人事労務部長

　　平成２３年　６月 　同　社　執行役員　石川支店長

　　　　　現在に至る

以　　上　　　



略　　　歴　　　書

お         み    　 たか       まさ

淤　　見　　隆　　昌

昭和２９年４月１６日生

富　山　県　出　身

学　　　　　歴

　　昭和５２年　３月 東北大学経済学部経済学科卒業

職　　　　　歴

　　昭和５２年　４月 北陸電力株式会社入社

　　平成　６年　７月   同　社　福井支店調査担当課長（調査・営業担当）

　　平成　７年　７月   同　社　企画室企画担当課長

　　平成　９年　７月
  同　社　企画室企画担当課長
　　　　　兼広報室原子力ＰＡ担当課長

　　平成１１年　７月 　同　社　企画室副室長（企画担当）

　　平成１２年　７月 　同　社　経営企画部経営戦略チーム統括（副部長）

　　平成１３年　７月 　同　社　経営企画部経営計画チーム統括（副部長）

　　平成１４年　７月 　同　社　購買部原子燃料チーム統括（副部長）

　　平成１５年　６月 　同　社　購買部（副部長) (燃料担当）

　　平成１７年　６月 　同　社　支配人　購買部部長（購買担当）

　　平成１９年　６月 　同　社　支配人　経理部長

　　平成２１年　６月 　同　社　支配人　資材部長

　　平成２３年　６月 　同　社　執行役員　資材部長

　　　　　現在に至る

以　　上　　　
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