
 

2018年 4月 27日 

各 位 
電 源 開 発 株 式 会 社                 

代表取締役社長 渡部 肇史 
（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 27 日開催の第 66 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 27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 北村 雅良 [再任]  

代表取締役社長 渡部 肇史 [再任]  

代表取締役副社長 村山 均 [再任]  

同 内山 正人 [再任]  

 同 浦島 彰人 [再任]  

取締役副社長 尾ノ井 芳樹 [昇任] (取締役常務執行役員) 

  同 南之園 弘巳 [昇任] (取締役常務執行役員) 

取締役常務執行役員 杉山 弘泰 [再任]  

  同 筑田 英樹 [再任]  

 同 本田 亮 [再任]  

取締役 梶谷 剛 [再任]  

 同 伊藤 友則 [再任]  

 同 ジョン ブカナン [再任]  

(注)梶谷剛氏、伊藤友則氏およびジョン ブカナン氏は社外取締役候補者です。 

 



 

２．監査役 

常任監査役 福田 直利   

同 藤岡 博 [再任]  

同 河谷 眞一 [昇任]  (監査役)  
監査役 大塚 陸毅   
同 中西 清   

(注)藤岡博氏、大塚陸毅氏および中西清氏は社外監査役です。 

 
３．取締役退任予定者（6月 27日付） 

代表取締役副社長 江藤 修治 [当社顧問に就任予定] 
 

４．執行役員 
    （１）常務執行役員（取締役である者を除く） 

楠瀬 昌作 [再任]  

嶋田 善多 [再任]  

鈴木 亮 [再任]  

静間 久徳 [再任]  

菅野 等 [再任]  

    （２）執行役員 
笹津 浩司 [再任]  

星  克則 [再任]   
倉田 一秀 [再任]  

池田 正昭 [再任]  

野村 京哉 [新任] (水力発電部長) 

萩原 修 [新任] (大間現地本部 大間原子力建設所長) 

関根 良二 [新任] (エネルギー計画部長) 

謝花 たかし [新任] (国際営業部長) 

 
 

以 上 
＜添付資料＞ 

・ 昇任取締役略歴 

・ 昇任監査役略歴 
・ 新任執行役員略歴 
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生年月日 １９５５年７月１４日 

出 身 地 兵庫県 

 
略   歴 

 

１９７９年 ３月  京都大学工学部卒業 
 
１９７９年 ４月  電源開発株式会社入社 
１９９５年 ２月   沖縄海水揚水建設所工事課課長 
１９９５年 ７月   国際事業部国際営業技術課課長 
１９９７年 ７月   国際事業部 IPP 事業室（課長） 
２００２年 ４月   新事業戦略室（副部長） 
２００４年 ４月   事業企画部長代理 
２００６年 ７月   設備企画部長 
２００９年 ６月   執行役員 

設備企画部長 

２０１１年 １月   執行役員 

国際事業本部副本部長(タイ国駐在) 

２０１３年 １月   執行役員 

国際事業本部副本部長 
２０１３年 ６月   常務執行役員 

国際事業本部副本部長 
２０１５年 ６月   取締役常務執行役員 

国際事業本部長 
 

（現在に至る） 
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生年月日 １９５６年１０月１９日 

出 身 地 鹿児島県 

 
略   歴 

 
１９８１年 ３月  東京大学法学部卒業 
 
１９８１年 ４月  電源開発株式会社入社 
１９９６年 ４月   人事部課長 
１９９８年 ７月   人事労務部人事グループリーダー 
２００２年 ４月   総務部株式公開準備グループリーダー 
２００２年１０月   総務部総務グループリーダー 
２００４年 ７月   総務部長代理 

２００６年 ６月   株式会社ＪＰビジネスサービス出向 
２００８年 ６月   営業部部長 

２００９年 ６月   人事労務部長 

２０１１年１２月   秘書広報部長兼広報室長 
２０１２年 ６月   秘書広報部長 
２０１３年 ６月   執行役員 

秘書広報部長 
２０１４年 ６月   常務執行役員 

大間現地本部長 

            原子力事業本部長代理 

２０１６年 ６月   取締役常務執行役員 

エネルギー営業本部長代理 

原子力事業本部長代理 
２０１７年 ６月   取締役常務執行役員 

エネルギー営業本部副本部長 

原子力事業本部長代理 
 

（現在に至る） 



河
かわ

 谷
たに

 眞
しん

 一
いち

 
 

生年月日 １９５７年２月１４日 

出 身 地 兵庫県 

 
略   歴 

 
１９８０年 ３月  東京大学経済学部経済学科卒業 
 
１９８０年 ４月  電源開発株式会社入社 
１９９５年 ４月   関西支社総務課長 
１９９７年 ７月   経理部予算グループ課長 
１９９８年 ７月   経理部資金グループリーダー 
２０００年 ７月   経理部予算グループリーダー 
２００２年 ４月   企画部経営管理グループリーダー 
２００５年 ６月   株式会社開発設計コンサルタント出向 
２００７年 ６月   原子力事業部部長 
２００８年 ５月   原子力業務部長 

２０１２年 ６月   国際業務部長 
２０１３年 ６月   執行役員 

国際業務部長 
国際事業本部長代理 

２０１５年 ６月   常務執行役員 
国際業務部長 
国際事業本部長代理 

２０１６年 ６月   常務執行役員 
国際事業本部長代理 

２０１７年 ６月   監査役 
 

（現在に至る） 
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生年月日 １９６２年１月３日 

出 身 地 兵庫県 

 

略   歴 
 

１９８４年 ３月  早稲田大学理工学部電気工学科卒業 

 

１９８４年 ４月  電源開発株式会社入社 

２００４年１１月   国際事業部プルリア揚水工事監理事務所長代理 

２００６年 ４月   国際事業部プルリア揚水工事監理事務所副所長 

２００７年 ７月   国際事業部プルリア揚水工事監理事務所長 

２００８年 ７月   国際営業部技術営業室長代理 

２０１０年 ２月   国際営業部開発営業室長代理 

２０１１年 ４月   水力･送変電部調査役 

２０１１年 ７月   水力･送変電部長代理 

２０１１年１２月   水力発電部水力電気室長 

２０１２年 ６月   水力発電部長代理 

２０１４年 ２月   株式会社ＪＰハイテック出向 

２０１６年 ６月   水力発電部部長 

            兼経営企画部審議役 

２０１７年 ６月   水力発電部長 

２０１８年 １月   水力発電部長兼経営企画部審議役 

 

（現在に至る） 
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生年月日 １９６０年１２月１１日 

出 身 地 神奈川県 

 

略   歴 
 

１９８４年 ３月  横浜国立大学工学部情報工学科卒業 

 

１９８４年 ４月  電源開発株式会社入社 

２００５年 ７月   原子力事業部計画グループリーダー 

２００８年 ５月   原子力建設部建設管理グループリーダー 

２００９年１２月   原子力業務部長代理 

２０１１年１２月   原子力業務部原子力調査室長 

２０１３年 ７月   原子力建設部建設管理室長 

２０１４年１２月   原子力技術部建設管理室長 

２０１５年１２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 

２０１６年 ６月   大間現地本部大間原子力建設所長 

兼大間現地本部副本部長 

 

（現在に至る） 
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生年月日 １９６２年１０月１６日 

出 身 地 埼玉県 

 

略   歴 
 

１９８５年 ３月  東京大学法学部卒業 

 

１９８５年 ４月  株式会社日本長期信用銀行入行 

２００１年 １月  電源開発株式会社入社 

２００２年 ７月   新事業部事業企画グループリーダー 

２００６年 ７月   設備企画部企画グループリーダー 

兼エネルギー業務部営業企画グループ 

リーダー 

２００８年 ７月   設備企画部長代理 

２０１０年 １月   経営企画部長代理 

２０１１年１２月   経営企画部経営企画室長 

２０１３年 ６月   水力発電部東日本支店長 

２０１５年１０月   エネルギー計画部長 

 

（現在に至る） 
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 たかし 
 

生年月日 １９６３年１月１１日 

出 身 地 沖縄県 

 

略   歴 
 

１９８５年 ３月  琉球大学工学部電気工学科卒業 

 

１９８５年 ４月  電源開発株式会社入社 

２００７年 ７月   火力エンジニアリング部計画グループリーダー 

２００９年 ７月   国際営業部技術営業室長代理 

２０１０年 ２月   国際営業部開発営業室長代理 

２０１０年１２月   国際営業部開発営業室長代理 

兼国際業務部調査役 

２０１１年 １月   J-POWER Generation (Thailand) Co., Ltd.出向 

２０１５年 ６月   国際営業部長 

（現在に至る） 

 


