
 
 

２０１９年６月２６日 

中 国 電 力 株 式 会 社 

 

人事異動について 

    
１．異 動                              【発令日 ２０１９年６月２６日】 
（１）事業本部・事業部門・部門 

新 旧 氏 名 

販売事業本部 部長（企画） 販売事業本部 部長（広域営業） 山本 晋司 

販売事業本部 部長 

（ライフソリューション） 
販売事業本部 担当部長（広域営業） 長原 敏明 

販売事業本部 部長（電力調達） 
販売事業本部 部長 

（ライフソリューション） 
藤三 文彦 

販売事業本部 部長 

（ビジネスソリューション） 

販売事業本部 

広島統括セールスセンター所長 
須田 芳之 

電源事業本部 部長（燃料） 電源事業本部 担当部長（燃料） 渡邉 睦浩 

地域共創本部 部長（環境） 

兼．上関原子力立地プロジェクト 部長

（環境） 

電源事業本部 担当部長（火力） 木田 淳志 

経営企画部門 部長（グループ経営推進） 経営企画部門 担当部長（グループ企業） 外林 浩子 

考査部門 部長（考査） 経営企画部門 部長（グループ企業） 鶴巻 達也 

考査部門 部長（原子力監査） 電源事業本部 担当部長（火力） 藤本  均 

人材活性化部門 部長（労務） 
国際事業部門マネージャー 

（総括グループ） 
奥谷 洋樹 

管財部門 部長（用地管財） 
電源事業本部 

島根原子力本部 副本部長 
水戸 勇治 

情報通信部門 部長 

（セキュリティ・基盤） 
情報通信部門 担当部長 鎌倉 仁士 

エネルギア総合研究所 部長（知財） エネルギア総合研究所 担当部長（知財） 鹿嶋 慎一郎 

エネルギア総合研究所 部長（技術） 送配電カンパニー 岡山電力所長 尾崎 和弘 

  

 



 
（２）現業機関 

新 旧 氏 名 
販売事業本部 

広島統括セールスセンター所長 

販売事業本部 

山口統括セールスセンター所長 
山本  伸 

販売事業本部 

山口統括セールスセンター所長 

販売事業本部マネージャー 

（広域法人契約グループ） 
加藤 昭彦 

電源事業本部 水島発電所長 

経営企画部門マネージャー 

（技術企画グループ） 

兼．経営企画部門エネルギア創造ラボマ

ネージャー（次世代エネルギーグループ） 

河本 修一 

電源事業本部 担当課長 

（火力建設グループ） 
電源事業本部 水島発電所長 菊本 憲文 

電源事業本部 新小野田発電所長 
電源事業本部マネージャー 

（企画グループ） 
三澤 英彰 

電源事業本部 担当部長（火力） 電源事業本部 新小野田発電所長 荒巻 忠伸 

送配電カンパニー 米子営業所長 電源事業本部 東部水力センター副所長 森脇 照夫 

送配電カンパニー 尾道営業所長 
送配電カンパニーマネージャー 
（サービス総括グループ） 

西田 信彦 

送配電カンパニー 周南営業所長 
送配電カンパニーマネージャー 
（市場整備グループ） 

柴田  保 

送配電カンパニー 担当部長 
（配電技術） 

送配電カンパニー 周南営業所長 菰下  孝 

送配電カンパニー 下関営業所長 
人材活性化部門付 
株式会社電力サポート中国出向 

高原 健一 

送配電カンパニー 岡山電力所長 送配電カンパニー 担当部長（企画） 中本 信也 

送配電カンパニー 広島北電力所長 送配電カンパニー 益田電力所長 青山 幸一郎 

送配電カンパニー 益田電力所長 
送配電カンパニーマネージャー 
（工務安全グループ） 

越智  誠 

送配電カンパニー 東広島電力所長 
送配電カンパニーマネージャー 
（送電工事グループ） 

衣笠 宏文 

エネルギア総合研究所マネージャー 
（電力技術グループ） 

送配電カンパニー 東広島電力所長 石通 孝行 

  

 



 
（３）支 社 

新 旧 氏 名 

鳥取支社 副支社長 
兼．電源事業本部島根原子力本部担当部長 

送配電カンパニー 米子営業所長 笠見 茂男 

鳥取支社 副支社長 
兼．電源事業本部島根原子力本部担当部長 

鳥取支社 副支社長 服部 雅彦 

東京支社 副支社長 送配電カンパニー 下関営業所長 上野 孝浩 

経営企画部門 担当部長 
（グループ経営推進） 

東京支社 副支社長 上野  修 

 
 
２．出 向 

新 旧 氏 名 
販売事業本部付 
公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財
団へ出向 

鳥取支社 副支社長 村上 浩美 

エネルギア総合研究所付 

公益財団法人中国電力技術研究財団へ出向 
エネルギア総合研究所 部長（技術） 石川 文雄 

東京支社付 
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センタ
ーへ出向 

送配電カンパニー 尾道営業所長 木村  哲 

 
 
３．退 職（転籍） 
  【転籍先等】 

古池 信夫 
販売事業本部 部長 
(ビジネスソリューション) 

【株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 取締役】 

神田  徹 
送配電カンパニー 
広島北電力所長 

【中電技術コンサルタント株式会社 取締役】 

岡嶋  彰 
考査部門 部長 
（考査） 

【一般財団法人中国電気保安協会 理事】 

安藤 隆史 
考査部門 部長 
（原子力監査） 

【中電プラント株式会社 常務取締役】 

以 上 

 


