
 

平成 18 年 5 月 12 日 

電源開発株式会社          

 

役 員 人 事 

 

 当社は本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の人事を下記のとおり内

定し、来る６月２８日開催の第５４回定時株主総会において承認を求める予定です。 

代表取締役及び役付取締役ならびに常任監査役については、株主総会後の取締役

会または監査役会においてそれぞれ決定する予定です。 

また、６月２８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。執行役員については、今回より制度を見直し、業務執行取締

役とともに業務を分担する執行責任者として位置づけております（任期 1 年の委任

契約）。 

＊（ ）カッコ内は現職名 

 

記 

   １．取締役 

代表取締役社長    中垣 喜彦 

代表取締役副社長   中神 尚男 

宮下 克彦 

太田 信一郎 

沢部 清 

常務取締役       北村 雅良 

秦野 正司 

前田 泰生 [昇任]（取締役） 

取締役        島田 寛治 

                         坂梨 義彦 

日野 稔  [新任]（執行役員 特任審議役） 

藤冨 正晴 [新任]（財団法人日本エネルギー 

経済研究所 常務理事） 

渡部 肇史 [新任]（経営企画部長） 

 



   ２．監査役 

常任監査役  堀  正幸 

潮  明夫 [新任]（取締役） 

監査役     松下 康雄 

井上 輝一 [新任]（トヨタ自動車株式会社 顧問） 

八木 俊道 [新任]（日本大学大学院 非常勤講師） 

 ※ 松下康雄氏は社外監査役、井上輝一氏及び八木俊道氏は社外監査役候補者です。 

 

３．退任予定者（６月２８日付） 

     常務取締役 安本 皓信 

  取締役   潮  明夫 [常任監査役予定]   

     監査役   曽根 健資                           

 

 

   ４．執行役員 

    （１）常務執行役員 

   永吉 洋  （執行役員 特任審議役） 

   小杉 友男 （執行役員 特任審議役） 

   田澤 浩一 （執行役員 火力事業部長） 

     （２）執行役員 

      片平 猛   （執行役員 新事業部長） 

      水沼 正剛 （執行役員 国際事業部長） 

      林  耕四郎（執行役員 大間原子力推進本部現地本部長） 

      村松 清貴 （技術開発センター所長） 

      竹股 邦治 （事業企画部長） 

 

以 上 

＜添付資料＞ 

・新任取締役略歴 

・新任監査役略歴 

 

 



ひ の     みのる 

日 野  稔  

 

生年月日 昭和２２年１１月１１日 

出 身 地 北海道         

 

略  歴 

 

昭和４６年 ３月  北海道大学 工学部 原子工学科 卒業 

 

昭和４６年 ４月  電源開発株式会社入社 

 

昭和６３年 ７月   企画部企画室主査 

 

平成 ２年 ２月   原子力部 原子力技術室課長 

 

平成 ４年１０月   原子力部 原子力技術室次長 

 

平成 ５年 ７月   原子力部次長 

 

平成１１年 ７月   原子力部長代理 

 

平成１２年 ６月   原子力部長 

 

平成１４年 ４月   執行役員・原子力事業部長 

 

平成１６年 ６月   執行役員・特任審議役 

（原子力事業に関する事項担当） 



ふじとみ   まさはる 

藤 冨 正 晴 

 
生年月日 昭和２４年１０月１７日 

                    出 身 地      東京都 

 

略  歴 

 

昭和４８年 ３月    早稲田大学 理工学部 機械工学科 卒業 

昭和５５年 ６月    米国ペンシルバニア大学院 経営大学院修士 卒業 

 

昭和４８年 ４月   通商産業省入省 

 

昭和５９年 ６月   経済協力開発機構国際エネルギー機関研究開発局課長 

 

平成 ４年 ６月   通商産業省資源エネルギー庁原子力発電安全管理課長 

 

平成 ６年 ５月   通商産業省資源エネルギー庁原子力発電安全審査課長 

 

平成 ７年 ６月   通商産業省 環境立地局 環境指導課長 

 

平成 ９年 ７月   財団法人原子力発電技術機構 安全解析所副所長 

 

平成１０年 ６月   通商産業省 環境立地局 担当参事官 

 

平成１１年 ９月   通商産業省 資源エネルギー庁長官官房審議官 

 

平成１３年 １月   経済産業省 原子力安全・保安院審議官 

 

平成１４年 ７月   経済産業省退職 

 

平成１４年 ７月   日本電気計器検定所入社 

 

平成１４年１０月   日本電気計器検定所退職 

 

平成１４年１０月   財団法人日本エネルギー経済研究所 理事 

 

平成１５年 ６月   財団法人日本エネルギー経済研究所 常務理事 



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１４年１０月   経営企画部長 兼経営企画部 民営化準備室長 

 

平成１６年 ６月   経営企画部長 

 



うしお     あきお 

潮  明 夫  

 
生年月日 昭和２５年３月２８日 

                     出 身 地      東京都 

 

略  歴 

 

昭和４７年 ３月  東京大学 法学部 卒業 

 

昭和４７年 ４月  大蔵省入省 

 

平成 ４年 ７月   理財局 地方資金課長 

 

平成 ６年 ７月   国税庁長官官房 企画課長 

 

平成 ７年 ５月   内閣官房内閣審議官（内閣内政審議室） 

 

平成 ９年 ７月   国税庁長官官房 総務課長 

 

平成１０年 ７月   広島国税局長 

 

平成１１年 ７月   人事院 事務総局任用局審議官 

 

平成１３年 １月    同 事務総局人材局審議官 

 

平成１４年 １月    同 公務員研修所長 

 

平成１４年 ９月    同 事務総局公平審査局長 

 

平成１６年 ６月   電源開発株式会社 取締役  

 



                いのうえ   てるかず 

井 上 輝 一 

 

生年月日 昭和１１年１月１４日 

                     出 身 地      東京都 

 

略  歴 

 

昭和３３年 ３月    名古屋大学 法学部 卒業 

 

昭和３３年 ３月    トヨタ自動車販売株式会社入社 

 

昭和５６年 ２月   トヨタ自動車販売株式会社 商品企画室室長代理 

 

昭和５７年 ７月   トヨタ自動車株式会社に社名変更 

 

昭和６１年 ９月   トヨタ自動車株式会社 取締役 

 

平成 ３年 ９月   トヨタ自動車株式会社 常務取締役 

 

平成 ７年 ４月   社団法人経済同友会 幹事 

 

平成 ８年 ６月   トヨタ自動車株式会社 常勤監査役 

 

平成１１年１０月   社団法人日本監査役協会 会長 

 

平成１３年１０月   同会会長退任           

  

平成１５年 ６月   トヨタ自動車株式会社 顧問 

 

平成１５年 ６月   豊田合成株式会社 常勤監査役 

 

平成１５年 ６月   株式会社りそな銀行 社外取締役 

 

             



や ぎ     としみち 

八 木 俊 道  

 

生年月日 昭和１０年５月２７日 

出 身 地 東京都 
 

略   歴 
 

昭和３３年 ３月     中央大学 法学部 法律学科 卒業 

昭和３５年 １月     調達庁入庁 

昭和３６年 ３月     行政管理庁 

昭和６０年 ４月     総務庁 行政管理局 企画調整課長 

昭和６２年 ７月     総務庁長官官房 会計課長 

昭和６３年 ７月     総務庁長官官房 審議官 

平成 元年 ７月     関東管区行政監察局長 

平成 ２年 ７月     総務庁長官官房 審議官 

平成 ３年 ７月     総務庁官房長 

平成 ５年 ７月     総務庁 行政管理局長  

平成 ６年 ７月     総務事務次官 

平成 ７年 ６月     総務庁退職 

平成 ７年 ７月     日本大学 法学部教授 

平成 ８年１１月     総理府 行政改革会議事務局次長  

平成１３年 ４月     日本大学 政経研究所長 

平成１５年 ４月     日本大学 法学部人事委員長 

平成１７年 ５月          日本大学大学院 非常勤講師 
 




