
 

平成 27年 4月 30日 

各 位 

電 源 開 発 株 式 会 社                 

代表取締役社長 北村 雅良 

（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） 

 

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 63 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 

記 

１．取締役・取締役常務執行役員 

代表取締役会長 前田 泰生 [再任]  

代表取締役社長 北村 雅良 [再任]  

代表取締役副社長 渡部 肇史 [再任]  

同 村山 均 [昇任] (取締役常務執行役員) 

取締役副社長 内山 正人 [昇任] (取締役常務執行役員) 

 同 永島 順次 [昇任] (取締役常務執行役員) 

取締役常務執行役員 福田 直利 [再任]  

同 江藤 修治 [新任] (常務執行役員) 

同 中村 至 [新任] (常務執行役員) 

  同 尾ノ井 芳樹 [新任] (常務執行役員) 

 同 浦島 彰人 [新任] (常務執行役員) 

取締役 梶谷 剛 [再任]  

 同 藤井 眞理子 [再任]  

※梶谷剛氏および藤井眞理子氏は社外取締役候補者です。 



２．監査役 

常任監査役 佐俣 明   

同 藤岡 博 [昇任] (監査役) 

監査役 田生 宏禎   

同 大塚 陸毅 [再任]  

同 中西 清 [再任]  

※藤岡博氏は社外監査役、大塚陸毅氏および中西清氏は社外監査役候補者です。 

 

３．取締役退任予定者（6月 25日付） 

代表取締役副社長 坂梨 義彦 【当社顧問に就任予定】 

代表取締役副社長 日野 稔 【当社顧問に就任予定】 

取締役常務執行役員 水沼 正剛 【当社ｼﾆｱﾌｪﾛｰに就任予定】 

取締役常務執行役員 竹股 邦治 【当社ｼﾆｱﾌｪﾛｰに就任予定】 

 

４．執行役員 

    （１）常務執行役員（取締役である者を除く） 

大塚 史郎 [再任]  

南之園 弘巳 [再任]  

河谷 眞一 [昇任] (執行役員) 

杉山 弘泰 [昇任] (執行役員) 

筑田 英樹 [昇任] (執行役員) 

    （２）執行役員 

本田 亮 [再任]  

嶋田 善多 [新任] (土木建築部長) 

鈴木 亮 [新任] (水力発電部長) 

静間 久徳 [新任] (原子力技術部長) 

楠瀬 昌作 [新任] (大間現地本部 大間原子力建設所長) 

菅野 等 [新任] (設備企画部長) 

 

６．執行役員退任予定者（6月 25日付） 

執行役員 小柴 樹良隆 【株式会社ジェイペック取締

役常務執行役員に就任予定】 

執行役員 村越 正義 【株式会社 JPハイテック取締

役常務執行役員に就任予定】 

執行役員 新井 道雄 【株式会社 JPビジネスサービ

ス取締役常務執行役員に就

任予定】 

 

以 上 

 



 

＜添付資料＞ 

・ 昇任・新任取締役略歴 

・ 昇任監査役略歴 

・ 昇任・新任執行役員略歴  
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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 
平成２１年 ６月     執行役員・火力発電部長 
平成２２年 ６月     執行役員・火力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部長 
平成２３年１２月     執行役員・火力建設部長 
平成２４年 ６月     取締役常務執行役員 
        （現在に至る） 
 
所有株式数  １１，６００株（平成２７年３月３１日現在） 
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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 
平成２１年 ６月     執行役員・エネルギー業務部長 

平成２３年１２月     常務執行役員 
平成２５年 ６月     取締役常務執行役員 
 

（現在に至る） 
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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 ５月     執行役員・原子力建設部長・ 

原子力事業本部長代理 
平成２１年 ６月     常務執行役員・原子力建設部長・ 

原子力事業本部長代理 
平成２２年 ６月     取締役・原子力事業本部長代理 
平成２４年 ６月     取締役常務執行役員・原子力事業本部長代理 
 

（現在に至る） 
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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 
平成２１年 ６月     執行役員・国際業務部長 

平成２４年 ６月     執行役員・原子力業務部長 
平成２５年 ６月     常務執行役員・原子力事業本部長代理 
 

（現在に至る） 
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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 
平成２１年 ６月     執行役員・経営企画部長 

平成２３年１２月     執行役員 
平成２５年 ６月     常務執行役員 

（現在に至る） 
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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 
平成２１年 ６月     執行役員・設備企画部長 

平成２３年 １月     執行役員・国際事業本部副本部長 

             (タイ国駐在) 

平成２５年 １月     執行役員・国際事業本部副本部長 
平成２５年 ６月     常務執行役員・国際事業本部副本部長 

（現在に至る） 
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生年月日 昭和30年 7月 18日生 

出 身 地  東京都 

 

略    歴 

 

昭和５５年 ３月    東京大学大学院工学系研究科 

産業機械工学専攻修了 

 

昭和５５年 ４月    電源開発株式会社入社 

平成 ６年 ４月     原子力部原子力技術課長 

平成 ９年 ７月     原子力部原子燃料グループ課長 

平成１１年 ７月     原子力部原子燃料グループリーダー 

平成１１年 ９月     原子力部機械グループリーダー 

平成１５年 ７月     原子力事業部長代理 

平成１９年 ９月     原子力事業部 

大間原子力建設準備事務所副所長 

平成２０年 ５月     大間現地本部大間原子力建設所副所長 

兼大間現地本部長代理 

平成２１年１２月     大間現地本部大間原子力建設所長 

平成２２年 ６月     執行役員・大間現地本部大間原子力建設所長 

平成２６年 ６月     常務執行役員・原子力事業本部長代理 

 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和29年6月2日生 

出 身 地  福岡県 

 

略    歴 
 

昭和５２年 ３月    東京大学法学部卒業 
 
昭和５２年 ４月    大蔵省入省 
平成１０年 ７月    大蔵省理財局地方資金課長 
平成１２年 ７月     〃 理財局資金第一課長 
平成１３年 １月    財務省理財局財政投融資総括課長 
平成１４年 ７月     〃 大臣官房地方課長（兼）財務総合政策 

研究所次長 
平成１５年 ７月     〃 大臣官房参事官（大臣官房担当） 
平成１６年 ７月     〃 大臣官房政策評価審議官 

（兼）大臣官房審議官（大臣官房担当） 
平成１７年 ７月     〃 東海財務局長 
平成１８年 ７月     〃 理財局次長 
平成２０年 ７月     〃 関税局長 
平成２１年 ７月    国土交通省政策統括官 
平成２４年 １月    独立行政法人住宅金融支援機構副理事長 
平成２６年 １月    財務省大臣官房審議官（大臣官房担当） 
平成２６年 ２月    辞職 
平成２６年 ６月    電源開発株式会社 監査役 
 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和32年2月14日生 

出 身 地  兵庫県 

 

略    歴 
 

昭和５５年 ３月    東京大学経済学部経済学科卒業 
 
昭和５５年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成 ７年 ４月     関西支社総務課長 
平成 ９年 ７月     経理部予算グループ課長 
平成１０年 ７月     経理部資金グループリーダー 
平成１２年 ７月     経理部予算グループリーダー 
平成１４年 ４月     企画部経営管理グループリーダー 
平成１７年 ６月     株式会社開発設計コンサルタント出向 
平成１９年 ６月     原子力事業部部長 
平成２０年 ５月     原子力業務部長 

平成２４年 ６月     国際業務部長 
平成２５年 ６月     執行役員・国際業務部長・国際事業本部長代理 

 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和31年4月11日生 

出 身 地  東京都 

 

略    歴 
 

昭和５６年 ３月    早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻

修了 
 
昭和５６年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成 ７年 ３月     火力部火力土木建築課課長 
平成 ８年 ４月     火力部火力土木建築課長 
平成 ９年 ７月     建設部設計室火力グループリーダー 
平成１０年 ３月     建設部設計室地盤解析グループリーダー 
平成１３年 ７月     エンジニアリングセンター電力・インフラ技

術室課長 
平成１４年 ４月     エンジニアリング事業部地盤耐震技術グルー

プリーダー 
平成１５年 ７月     エンジニアリング事業部建設技術グループリ

ーダー 
平成１８年 ７月     水力エンジニアリング部土木技術室長 
平成２０年 ７月     国際営業部技術営業室長 

平成２２年 ２月     国際営業部開発営業室長 
平成２２年１０月     国際営業部部長 

平成２４年 ７月     国際営業部長 
平成２５年 ６月     執行役員・国際営業部長・国際事業本部長代理 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和32年6月7日生 

出 身 地  北海道 

 

 

略    歴 
 

昭和５６年 ３月    北海道大学工学部電気工学科卒業 
 
昭和５６年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成 ８年 ７月      松浦火力２号機建設所電気課課長 
平成 ９年 ７月     マシンロック石炭火力工事監理事務所 

セクション・マネージャー 
平成１１年 １月     新事業開発室開発グループ課長 
平成１４年 ７月     新エネルギー・産業技術総合開発機構出向 
平成１６年 ４月     新事業部環境リサイクル事業グループリー

ダー 

平成１８年 ６月     株式会社ジェイペック出向 
平成２０年 ６月     火力発電部長代理 
平成２１年１０月      火力発電部磯子火力発電所長 
平成２４年 ６月     火力建設部長 
平成２５年 ６月     執行役員・火力発電部長 

 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和32年5月16日生 

出 身 地  大阪府 

 

 

略    歴 
 

昭和５７年 ３月    京都大学大学院工学研究科  
土木工学専攻 修了 

 
昭和５７年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成 ９年 ７月     建設部工事グループリーダー 
平成１４年 ４月     エンジニアリング事業部開発企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
平成１８年 ７月     水力エンジニアリング部長代理 
平成１９年 ６月     株式会社開発設計コンサルタント出向 
平成２２年 ６月     水力エンジニアリング部部長 
平成２３年１２月     土木建築部部長 

平成２４年 ６月     土木建築部長 
 

（現在に至る） 
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生年月日  昭和33年10月15日生 

出 身 地  新潟県 

 

 

略    歴 
 

昭和５７年 ３月    中央大学理工学部電気工学科 卒業 
 
昭和５７年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成１７年 ４月     CBK Power Company Ltd. 出向 
平成２０年 ５月     水力・送変電部調査役 
平成２０年 ６月     水力・送変電部長代理 
平成２３年 ７月     水力・送変電部中部支店副支店長 
平成２４年 ６月     株式会社ＪＰハイテック出向 
平成２６年 ２月     水力発電部長 
 

（現在に至る） 
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 久
ひさ

 徳
のり

 
 

生年月日  昭和35年2月18日生 

出 身 地  福岡県 

 

 

略    歴 
 

昭和５８年 ３月    九州大学工学部生産機械工学科 卒業 
 
昭和５８年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成１４年 ４月     原子力事業部計装システムグループリーダー 
平成１７年 ７月     原子力事業部機械グループリーダー 
平成１９年 ９月     原子力事業部長代理 
平成２２年 ３月     大間現地本部大間原子力建設所副所長 
平成２４年 ７月     原子力建設部長 
平成２６年１２月     原子力技術部長 
 

（現在に至る） 

 



楠
くすの

 瀬
せ

 昌
しょう

 作
さく

 
 

生年月日  昭和32年9月15日生 

出 身 地  香川県 

 

 

略    歴 
 

昭和５８年 ３月    東京大学工学部 卒業 
 
昭和５８年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成１４年 ４月     原子力事業部計画グループリーダー 
平成１７年 ７月     原子力事業部大間原子力建設準備事務所長代理 
平成１９年 ９月     原子力事業部調査役 
平成２０年 ５月     原子力業務部長代理 
平成２２年１２月     原子力建設部長代理 
平成２３年１２月     原子力建設部建設管理室長 
平成２４年 ７月     大間現地本部大間原子力建設所副所長 
平成２６年 ６月     大間現地本部大間原子力建設所長 
 

（現在に至る） 

 



菅
かん

 野
の

  等
ひとし

 
 

生年月日  昭和36年4月19日生 

出 身 地  山形県 

 

 

略    歴 
 

昭和５９年 ３月    筑波大学第二学群比較文化学類 卒業 
 
昭和５９年 ４月    電源開発株式会社入社 
平成１４年 ４月     総務部関連事業グループリーダー 
平成１７年 ７月     経営企画部経営管理グループリーダー 
平成１８年 ７月     経営企画部長代理 
平成２２年 ７月     設備企画部長代理兼経営企画部長代理 
平成２３年 １月     設備企画部長 
 

（現在に至る） 
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