
東北電力株式会社

平成25年6月26日

役　職 氏　名 事務委嘱［分担］ 前　　　任

取締役会長 高橋　宏明 取締役会長

取締役社長 海輪 　　誠 取締役社長

取締役副社長 安倍　宣昭 業務全般，火力原子力本部長
取締役副社長
業務全般，
火力原子力本部長

取締役副社長 佐竹    勤

業務全般，
ＣＳＲ担当，コンプライアンス推進担当，
ＩＲ担当
[企画部，グループ事業推進部]

取締役副社長
業務全般，
ＣＳＲ担当，コンプライアンス推進担当，
ＩＲ担当
[企画部，グループ事業推進部]

取締役副社長 矢萩　保雄
業務全般，お客さま本部長
［情報通信部］

取締役副社長
業務全般，
お客さま本部長
［情報通信部］

取締役副社長
（新任）

井上    茂 業務全般，火力原子力本部長代理
常務取締役
火力原子力本部副本部長

常務取締役 田中　雅順
火力原子力本部副本部長
［土木建築部，研究開発センター］

常務取締役
火力原子力本部副本部長
［土木建築部，研究開発センター］

常務取締役 稲垣　智則 ［考査室，原子力考査室，人財部］
常務取締役
支店統轄
［広報・地域交流部，経理部，資材部］

常務取締役 佐久間　直勝 火力原子力本部副本部長
常務取締役
火力原子力本部副本部長，
火力原子力本部火力部長

常務取締役 三浦　政彦
電力流通本部長
［環境部］

常務取締役
電力流通本部長
［環境部］

常務取締役 向田　吉広
火力原子力本部副本部長
［総務部，電源立地部］

常務取締役
火力原子力本部副本部長
［総務部］

常務取締役
（新任）

渡部　孝男
火力原子力本部副本部長，
火力原子力本部原子力部長

取締役
火力原子力本部副本部長，
火力原子力本部原子力部長

常務取締役
（新任）

長谷川　登
火力原子力本部副本部長，支店統轄
［広報・地域交流部，燃料部］

取締役
広報・地域交流部長

常務取締役
（新任）

山本　俊二 ［秘書室，経理部，資材部］
執行役員
山形支店長

役　　員　　人　　事

　本日開催の第８９回定時株主総会および株主総会後の取締役会（監査役については監査役会）において，下記のと
おり取締役および監査役の人事を決定しましたのでお知らせいたします。



役　職 氏　名 事務委嘱［分担］ 前　　　任

常務取締役
（新任）

岡信　愼一 企画部長
執行役員
企画部長

取締役
（新任）

清野　　智 　

常任監査役
（新任）

鈴木　敏仁
常務取締役
［秘書室，考査室，原子力考査室，人財部］

常任監査役 加藤　公樹 常任監査役

監査役 藤原　作弥 監査役

監査役 宇野　郁夫 監査役

監査役
（新任）

我妻　廣繁

以　上

＜退任取締役＞　　（監査役，上席執行役員への就任予定者は除く）

梅田　健夫 当社最高顧問

＜退任監査役＞

鈴木　敏夫 東北インテリジェント通信株式会社　取締役会長

上西　郁夫



東北電力株式会社
平成25年6月26日

氏  名 事  務  委  嘱 現　役　職

原田　宏哉 東京支社長
上席執行役員
東京支社長

坂本　光弘 新潟支店長
取締役
総務部長

津幡　　俊 女川原子力発電所長
上席執行役員
女川原子力発電所長

以　上

　本日付で上席執行役員が下記のとおり就任しましたのでお知らせいたします。

上　席　執　行　役　員　人　事



東北電力株式会社

平成25年6月26日

＜執行役員＞

氏  名 事  務  委  嘱 現　役　職

竹中　陽一 岩手支店長
執行役員
岩手支店長

長浜  　寿 グループ事業推進部長
執行役員
グループ事業推進部長

笠松　伸一 宮城支店長
執行役員
宮城支店長

石森　令一
お客さま本部副本部長，
お客さま本部営業部長

執行役員
お客さま本部副本部長，
お客さま本部営業部長

田苗 　 博 福島支店長
執行役員
電力流通本部副本部長，
電力流通本部電力システム部長

増子　次郎 青森支店長
執行役員
青森支店長

三浦　直人
お客さま本部副本部長，
お客さま本部配電部長

執行役員
お客さま本部副本部長，
お客さま本部配電部長

阿部　　聡 環境部長
執行役員
環境部長

佐藤　敏秀 東通原子力発電所長
執行役員
東通原子力発電所長

林　　隆壽 火力原子力本部電源立地部長
執行役員
火力原子力本部副本部長，
火力原子力本部電源立地部長

松﨑　裕之 東新潟火力発電所長
執行役員
東新潟火力発電所長，
新潟火力発電所長

京野　忠晴
お客さま本部副本部長，
お客さま本部お客さま提案部長

執行役員
お客さま本部副本部長，
お客さま本部お客さま提案部長

笹川　稔郎 秋田支店長
執行役員
秋田支店長

中野　春之
電力流通本部副本部長，
電力流通本部電力システム部長

電力流通本部電力システム部部長

庄司　雄一 山形支店長
広報・地域交流部付
一般社団法人東北経済連合会出向

佐々木　隆志 火力原子力本部燃料部長 資材部長

樋口　康二郎 火力原子力本部火力部長 原町火力発電所長

　本日付で執行役員が下記のとおり就任しましたのでお知らせいたします。

執　行　役　員　人　事



＜執行役員待遇＞

氏  名 事  務  委  嘱 現　役　職

高橋  　實 東北エネルギー懇談会
執行役員待遇
東北エネルギー懇談会

坂本　敏昭 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構
執行役員待遇
一般社団法人東北経済連合会

小泉    司
公益財団法人東北活性化研究センター
一般社団法人日本電気協会東北支部

執行役員待遇
公益財団法人東北活性化研究センター
一般社団法人日本電気協会東北支部

渡辺　泰宏 一般社団法人東北経済連合会 新潟営業所長

以　上

＜退任執行役員＞　　（取締役への就任予定者は除く）

上席執行役員 大山　隆一　通研電気工業株式会社　取締役社長

執 行 役 員 馬場　壽惠　東北緑化環境保全株式会社　取締役社長

執 行 役 員 八島  　進　日本海エル・エヌ・ジー株式会社　取締役社長

執行役員待遇 斎藤　孝志　株式会社ユアテック　監査役

　 　


