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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，取締役および役付執行役員の人事を下記のとおり内定

いたしましたので，お知らせいたします。正式には，本年６月 25 日開催予定の第 96 回定時株主

総会および総会後の取締役会において決定する予定です。 

記 

１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 

（１）代表取締役〔重任〕 

予定役職 氏名 委嘱内容等 （参考）現役職・委嘱 

代表取締役会長 苅田
かりた

 知
とも

英
ひで

代表取締役会長

代表取締役

社長執行役員
清水
しみず

 希
まれ

茂
しげ

代表取締役社長執行役員

（２）代表取締役〔新任〕 

予定役職 氏名 委嘱内容等 （参考）現役職・委嘱 

代表取締役

副社長執行役員
芦谷
あしたに

茂
しげる 電源事業本部長

情報通信部門長

取締役常務執行役員

電源事業本部副本部長

国際事業部門長

代表取締役

副社長執行役員
重藤
しげとう

 隆
たか

文
ふみ

人材育成担当 

調達本部長 

原子力強化プロジェクト長

取締役常務執行役員

地域共創本部長

代表取締役 

副社長執行役員 
瀧本
たきもと

 夏彦
なつひこ

販売事業本部長
取締役常務執行役員

販売事業本部長



（３）代表取締役以外 

予定役職 氏名 委嘱内容等 （参考）現役職・委嘱 

取締役

常務執行役員
山下
やました

 正洋
まさひろ

電源事業本部副本部長

上関原子力立地プロジェクト長

管財部門長 

取締役常務執行役員 

電源事業本部副本部長

上関原子力立地プロジェクト長

管財部門長 

取締役

常務執行役員
北野
きたの

 立夫
たつお

［新任］

電源事業本部副本部長 

電源事業本部島根原子力本部長

常務執行役員 

電源事業本部副本部長 

兼．電源事業本部（原子力管理） 

部長

取締役

常務執行役員
高場
たかば

 敏雄
としお

［新任］
人材活性化部門長

常務執行役員

人材活性化部門長

取締役（社外） 古瀬
ふるせ

誠
まこと

［新任］

取締役

監査等委員
田村
たむら

 典正
のりまさ

［新任］

常務執行役員 

東京支社長 

取締役

監査等委員（社外）
内山田
うちやまだ

邦夫
く に お 取締役

監査等委員（社外）

取締役

監査等委員（社外）
野曽
の そ

原
はら

悦子
え つ こ 取締役

監査等委員（社外）

取締役

監査等委員（社外）
小谷
おたに

 典子
のりこ

［新任］

２．常務執行役員予定者（取締役を兼務しない者） 

氏 名 役職・委嘱内容 （参考）現役職・委嘱

林
はやし

  司
つかさ

常務執行役員 
電源事業本部副本部長 
兼．電源事業本部（総括）部長 
兼．原子力強化プロジェクト 担当部長 

常務執行役員 
電源事業本部副本部長 
兼．電源事業本部（原子力安全技術）部長 
兼．上関原子力立地プロジェクト 
（原子力安全技術）部長 

岡田
おかだ

 誠之
せいし

常務執行役員 
コンプライアンス推進部門長 
考査部門長 

常務執行役員 
コンプライアンス推進部門長 
考査部門長 

船木
ふなき

徹
とおる 常務執行役員 

経営企画部門長 
常務執行役員 
経営企画部門長 

味能
みのう

 弘之
ひろゆき

［新任］

常務執行役員 

エネルギア総合研究所長 

執行役員 

エネルギア総合研究所長 

岡部
おかべ

 恵二
けいじ

［新任］

常務執行役員 

岡山支社長 

執行役員 

岡山支社長 

長谷川
は せ が わ

千晃
ちあき

［新任］

常務執行役員 

電源事業本部島根原子力本部副本部長 

執行役員 

電源事業本部島根原子力本部副本部長 



氏 名 役職・委嘱内容 （参考）現役職・委嘱

山田
やまだ

 恭 平
きょうへい

［新任］

常務執行役員 
電源事業本部副本部長 
兼．電源事業本部（電源土木）部長 
兼．上関原子力立地プロジェクト 
（土木）部長 

執行役員 
電源事業本部（電源土木）部長 
兼．上関原子力立地プロジェクト 
（土木）部長 

皆本
みなもと

 恭 介
きょうすけ

［新任］

常務執行役員 
地域共創本部長 

執行役員 
地域共創本部（地域総括）部長 

注．国際事業部門長は，執行役員 前田耕一に委嘱する予定です。 

３．取締役退任予定者 

（１）代表取締役 

氏 名 現役職・委嘱 退任後の予定

小川
おがわ

 司
もり

徳
よし

代表取締役副社長執行役員 

人材育成担当 

調達本部長 

原子力強化プロジェクト長 

一般財団法人中国電気保安協会

平野
ひらの

 正樹
まさき

代表取締役副社長執行役員 
電源事業本部長
情報通信部門長 

注．退任後の予定については先方の手続が未了となっています。

（２）代表取締役以外

氏 名 現役職・委嘱 退任後の予定

岩崎
いわさき

 昭
あき

正
まさ

取締役常務執行役員 
電源事業本部副本部長 
電源事業本部島根原子力本部長 

顧問

畝
せ

川
がわ

寛
ひろし

取締役監査等委員 顧問

田村
た む ら

 浩
ひろ

章
あき

取締役監査等委員（社外） 

以 上 



昇 任 取 締 役 候 補 者 経 歴 

中国電力株式会社 



【氏  名】 芦谷 茂（あしたに しげる）

【生年月日】 １９５６年 ４月 ７日生

【出 身 地】 鳥取県

【学  歴】 １９７９年 ３月  青山学院大学理工学部卒業

【職  歴】 １９７９年 ４月  中国電力株式会社入社 

２００４年 ２月  同社 電源事業本部マネージャー 

２００６年 ２月   同社 電源事業本部三隅発電所長 

２００９年 ６月   同社 電源事業本部（火力）部長 

２０１１年 ６月   同社 執行役員 電源事業本部副本部長 

兼．（総括）部長 

兼．原子力強化プロジェクト専任部長 

２０１３年 ６月  同社 執行役員 鳥取支社長 

          兼．電源事業本部島根原子力本部副本部長 

２０１６年 ６月   同社 常務執行役員 電源事業本部副本部長 

２０１７年 ６月  同社 取締役常務執行役員 電源事業本部副本部長 

２０１８年 ６月  同社 取締役常務執行役員 電源事業本部副本部長

                       国際事業部門長

【所有株式数】 １４，９５２株



【氏  名】 重藤 隆文（しげとう たかふみ）

【生年月日】 １９５７年 ３月２３日生

【出 身 地】 岡山県

【学  歴】 １９７９年 ３月  慶応義塾大学法学部卒業

【職  歴】 １９７９年 ４月  中国電力株式会社入社 

１９９９年 ２月  同社  立地環境部マネージャー 

２００１年１０月   同社 環境用地部マネージャー 

２００４年 ２月   同社 販売事業本部山口営業所長 

２００６年 ２月   同社 事業支援部門（用地・管財）専任部長 

２００７年 ２月   同社 事業支援部門（用地・管財）部長 

２００８年 ２月   同社 管財部門（用地・管財）部長 

２０１１年 ６月   同社  執行役員 岡山支社長 

２０１３年 ６月   同社 上席執行役員 管財部門長 

２０１４年 ６月   同社 執行役員 東京支社長 

２０１６年 ６月   同社 常務執行役員 コンプライアンス推進部門長 

管財部門長 

２０１７年 ６月  同社 取締役常務執行役員 コンプライアンス推進部門長 

                        管財部門長 

２０１７年１０月  同社 取締役常務執行役員 コンプライアンス推進部門長 

考査部門長 

管財部門長 

２０１９年 ６月  同社 取締役常務執行役員 地域共創本部長

【所有株式数】 １７，２００株



【氏  名】 瀧本 夏彦（たきもと なつひこ）

【生年月日】 １９５７年 ６月 ６日生

【出 身 地】 山口県

【学  歴】 １９８１年 ３月  東京大学経済学部卒業

【職  歴】 １９８１年 ４月  中国電力株式会社入社 

２０００年 ２月   同社 営業部マネージャー 

２００１年１０月  同社 販売事業本部マネージャー 

２００５年 ２月  同社 販売事業本部 周南営業所長 

２００７年 ２月  同社 販売事業本部（エネルギー営業）専任部長 

２００７年 ６月  同社 販売事業本部エネルギー営業センター所長 

２００８年 ２月  同社 販売事業本部法人営業センター所長 

２０１１年 ６月  同社 経営企画部門（経営計画）部長 

２０１２年 ６月  同社 執行役員 経営企画部門（経営計画）部長 

２０１７年 ６月  同社 常務執行役員 経営企画部門長 

２０１８年 ６月  同社 取締役常務執行役員 経営企画部門長 

２０１９年 ６月  同社 取締役常務執行役員 販売事業本部長

【所有株式数】 ８，６００株



 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。） 

候補者経歴 

中国電力株式会社 



【氏   名】  北野 立夫（きたの たつお） 

【生年月日】 １９５８年 ２月 ５日生 

【出 身 地】 山口県 

【学   歴】 １９８３年 ３月 神戸大学大学院工学研究科修士課程修了 

【職   歴】 １９８３年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００４年 ２月 同社 電源事業本部マネージャー 

２００７年 ２月  〃  電源事業本部島根原子力発電所次長 

２０１０年 ２月  〃  電源事業本部マネージャー 

２０１１年 ６月  〃  電源事業本部（原子力）専任部長 

          兼．原子力強化プロジェクト専任部長 

２０１４年 ６月  〃  執行役員 電源事業本部島根原子力本部

島根原子力発電所長

兼．電源事業本部 島根原子力本部

島根原子力建設所長

２０１７年 ６月  〃   常務執行役員 電源事業本部副本部長 

兼．電源事業本部（原子力管理）部長 



【氏   名】  高場 敏雄（たかば としお） 

【生年月日】 １９５７年 ５月 ６日生 

【出 身 地】 広島県 

【学   歴】 １９８１年 ３月 早稲田大学政治経済学部卒業 

【職   歴】 １９８１年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００１年１０月 同社 秘書部マネージャー 

２００４年 ２月  〃  販売事業本部マネージャー 

２００８年 ２月  〃  販売事業本部東広島営業所長 

２０１０年 ２月  〃  人材活性化部門付 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズへ出向 

２０１１年 ６月  〃  コンプライアンス推進部門（秘書）部長 

２０１３年 ６月  〃  執行役員 コンプライアンス推進部門（秘書）部長 

２０１５年 ６月  〃  執行役員 コンプライアンス推進部門

（コンプライアンス）部長

兼．原子力強化プロジェクト担当部長 

２０１８年 ６月  〃  常務執行役員 人材活性化部門長



【氏 名】 古瀬 誠（ふるせ まこと）

【生年月日】 １９４６年 ８月６日生

【出 身 地】 島根県

【学   歴】 １９６９年 ３月 慶応義塾大学経済学部卒業

【職   歴】 １９６９年 ４月 株式会社山陰合同銀行入行

２０００年 ６月 同行 取締役 総合企画部長

２００１年 ６月 〃  常務取締役 総合企画部長

２００２年 ６月 〃 専務取締役 総合企画部長

２００２年１１月 〃 専務取締役

２００３年 ６月 〃 代表取締役専務

２００５年 ６月 〃  代表取締役副頭取

２００７年 ６月 〃  代表取締役頭取

２０１１年 ６月 〃  代表取締役会長

２０１５年 ６月 〃  特別顧問

２０１０年 ６月 中国経済連合会副会長

２０１０年 ５月 島根県経営者協会会長

２０１０年１１月 松江商工会議所会頭

２０１０年１１月 島根県商工会議所連合会会頭

２０１９年１１月 松江商工会議所名誉会頭



新任取締役（監査等委員）候補者経歴 

中国電力株式会社 



【氏  名】 田村 典正（たむら のりまさ）

【生年月日】 １９５７年 ６月１８日生

【出 身 地】 岡山県

【学  歴】 １９８０年 ３月 岡山大学法文学部卒業

【職  歴】 １９８０年 ４月 中国電力株式会社入社

２００１年 ２月 同社 経理部マネージャー

２００４年 ６月 〃  エネルギア事業部門マネージャー

２００５年 ６月 〃  販売事業本部下関営業所長

２００７年 ６月 〃  エネルギア事業部門（総括）専任部長

２００８年 ２月 〃  グループ経営推進部門（総括）専任部長

２００８年 ６月 〃  グループ経営推進部門（総括）部長

２０１１年 ６月 〃  執行役員 グループ経営推進部門（経理）部長

２０１６年 ６月 〃  執行役員 東京支社長

２０１８年 ６月 〃  常務執行役員 東京支社長



【氏 名】 小谷 典子（おたに のりこ）

【生年月日】 １９４６年１２月１２日生

【出 身 地】 山口県

【学   歴】 １９７８年 ３月 九州大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学

【職   歴】 １９７８年 ４月 九州大学文学部 助手

１９７９年１０月 山口大学人文学部 助教授

１９９２年 ４月 山口大学人文学部 教授

２００１年 ４月 山口大学大学院東アジア研究科 教授

２００２年 ４月 山口大学 評議員

２００４年 ４月 山口大学 副学長補佐

２００５年 ４月 山口大学大学院東アジア研究科 研究科長

２００５年 ４月 山口大学教育研究評議会 評議員

２０１０年 ４月 山口大学 名誉教授



新任常務執行役員（取締役を兼務しない者）候補者経歴 

中国電力株式会社 



【氏 名】 味能 弘之（みのう ひろゆき）

【生年月日】 １９５７年 ３月１１日生

【出 身 地】 山口県

【学   歴】 １９７９年 ３月 大阪大学法学部卒業

【職   歴】 １９７９年 ４月 中国電力株式会社入社

１９９９年 ９月 同社 関連事業部マネージャー

２００１年１０月 〃  経営企画室マネージャー

２００２年 ６月 〃  エネルギア事業推進室マネージャー

２００４年 ６月 〃  エネルギア事業部門マネージャー

２００８年 ２月 〃  エネルギア総合研究所（知財）部長

２０１２年 ６月 〃 執行役員 エネルギア総合研究所（知財）部長

２０１９年 ６月 〃 執行役員 エネルギア総合研究所長



【氏   名】  岡部 恵二（おかべ けいじ） 

【生年月日】 １９５９年 ２月 ５日生 

【出 身 地】 広島県 

【学   歴】 １９８２年 ３月 広島大学総合科学部卒業 

【職   歴】 １９８２年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００１年 ２月 同社 企画室マネージャー 

２００１年１０月  〃  経営企画室マネージャー 

２００４年 ６月  〃  経営企画部門マネージャー 

２００６年 ２月  〃  経営企画部門付 

          中電プラント株式会社へ出向 

２００８年 ８月  〃  グループ経営推進部門（総括）専任部長 

２０１１年 ６月  〃  グループ経営推進部門（総括）部長

２０１３年 ６月  〃  グループ経営推進部門（資材）部長

２０１４年 ６月  〃  執行役員 グループ経営推進部門（資材）部長

２０１７年１０月  〃  執行役員 調達本部（資材）部長

２０１９年 ６月 〃 執行役員 岡山支社長



【氏   名】  長谷川 千晃（はせがわ ちあき） 

【生年月日】 １９５８年 ４月 ２日生 

【出 身 地】 島根県 

【学   歴】 １９８２年 ３月 静岡大学工学部卒業 

【職   歴】 １９８２年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００７年 ２月 同社 電源事業本部マネージャー 

２０１０年 ２月  〃  東京支社副支社長 

２０１２年 ６月  〃  電源事業本部島根原子力本部副本部長 

２０１５年 ６月  〃  執行役員 電源事業本部島根原子力本部副本部長 



【氏   名】  山田 恭平（やまだ きょうへい） 

【生年月日】 １９５８年 ７月１４日生 

【出 身 地】 広島県 

【学   歴】 １９８３年 ３月 京都大学大学院工学研究科修士課程修了 

【職   歴】 １９８３年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００６年 ２月 同社 事業支援部門マネージャー 

            兼．電源事業本部上関原子力立地プロジェクト 

              マネージャー 

２０１０年 ６月  〃  電源事業本部上関原子力立地プロジェクト 

            上関原子力発電所準備事務所副所長 

２０１４年 ２月  〃  電源事業本部（電源土木）専任部長

２０１５年１０月  〃  電源事業本部（電源土木）担当部長 

２０１６年 ６月  〃  執行役員 電源事業本部（電源土木）部長 

                       兼．上関原子力立地プロジェクト

（土木）部長



【氏   名】  皆本 恭介（みなもと きょうすけ） 

【生年月日】 １９５９年１１月１５日生 

【出 身 地】 広島県 

【学   歴】 １９８２年 ３月 京都大学法学部卒業 

【職   歴】 １９８２年 ４月 中国電力株式会社入社 

２００３年 ２月 同社 総務部マネージャー

２００４年 ６月  〃  ＣＳＲ推進部門マネージャー

２００７年 ６月  〃  販売事業本部尾道営業所長

２００９年 ２月  〃  コンプライアンス推進部門（総務）専任部長

２０１２年 ６月  〃  コンプライアンス推進部門（総務）部長 

２０１５年 ６月  〃  広報部門部長

兼．上関原子力立地プロジェクト（広報）部長 

２０１６年 ６月  〃  執行役員 広報部門部長 

兼．上関原子力立地プロジェクト 

（広報）部長 

２０１７年１０月  〃  執行役員 地域共創本部（広報）部長

兼．上関原子力立地プロジェクト 

（広報）部長 

２０２０年 １月  〃  執行役員 地域共創本部（地域総括）部長 


