
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 
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