
東北電力株式会社

２０２１年６月２５日

【取締役】

役　職 氏　名 事務委嘱 前任

取締役会長
増子　次郎

（※）
取締役会長

取締役社長
樋󠄀口　康二郎

（※）
取締役社長

取締役副社長
岡信　愼一

（※）
コーポレート担当、
スマート社会事業推進担当

取締役副社長
コーポレート担当、
スマート社会事業推進担当

取締役副社長
山本　俊二

（※）

コンプライアンス推進担当、
ＣＳＲ担当、ＩＲ担当、
ビジネスサポート本部長

取締役副社長
コンプライアンス推進担当、
ＣＳＲ担当、ＩＲ担当、
ビジネスサポート本部長

取締役副社長
阿部　俊徳

（※）
発電・販売カンパニー長

取締役副社長
発電・販売カンパニー長

取締役
［新任］

加藤　功 原子力本部長、ＱＭＳ管理責任者
常務執行役員
原子力本部長、ＱＭＳ管理責任者

取締役
［新任］

石山　一弘 コーポレート担当、グループ戦略部門長
常務執行役員
コーポレート担当、グループ戦略部門長

取締役
［新任］

髙野　広充
原子力本部長代理、
発電・販売カンパニー副カンパニー長

常務執行役員
原子力本部長代理、
発電・販売カンパニー副カンパニー長

取締役（社外） 近藤　史朗 取締役

取締役（社外） 上條　努 取締役

取締役（社外） 川野邊　修 取締役

取締役（社外）
［新任］

永井　幹人 －

役　員　人　事　【取　締　役】

　本日開催の第９７回定時株主総会および株主総会後の取締役会において、以下のとおり役員人事を決定しましたのでお知ら
せいたします。

資料１



役　職 氏　名 事務委嘱 前任

取締役
監査等委員

加藤　公樹 取締役監査等委員

取締役（社外）
監査等委員

宮原　育子 取締役監査等委員

取締役（社外）
監査等委員

小林　一生 取締役監査等委員

取締役（社外）
監査等委員
［新任］

井手　明子 －

以　上

＜退任取締役＞

 取締役相談役　　　　 海輪　誠 　相談役

 取締役監査等委員   馬場　千晴

※：代表取締役



東北電力株式会社

２０２１年６月２５日

【役付執行役員】

役　職 氏　名 事務委嘱 前役職・事務委嘱

社長執行役員 樋󠄀口　康二郎 社長執行役員

副社長執行役員 岡信　愼一
コーポレート担当、
スマート社会事業推進担当

副社長執行役員
コーポレート担当、
スマート社会事業推進担当

副社長執行役員 山本　俊二
コンプライアンス推進担当、
ＣＳＲ担当、ＩＲ担当、
ビジネスサポート本部長

副社長執行役員
コンプライアンス推進担当、
ＣＳＲ担当、ＩＲ担当、
ビジネスサポート本部長

副社長執行役員 阿部　俊徳 発電・販売カンパニー長
副社長執行役員
発電・販売カンパニー長

常務執行役員 加藤　功 原子力本部長、ＱＭＳ管理責任者
常務執行役員
原子力本部長、ＱＭＳ管理責任者

常務執行役員 石山　一弘 コーポレート担当、グループ戦略部門長
常務執行役員
コーポレート担当、グループ戦略部門長

常務執行役員 髙野　広充
原子力本部長代理、
発電・販売カンパニー副カンパニー長

常務執行役員
原子力本部長代理、
発電・販売カンパニー副カンパニー長

常務執行役員 大野　貞彦
発電・販売カンパニー副カンパニー長、
原子力本部副本部長

常務執行役員
発電・販売カンパニー副カンパニー長、
原子力本部副本部長

常務執行役員 砂子田　智
ビジネスサポート本部副本部長、
原子力本部副本部長

常務執行役員
ビジネスサポート本部副本部長、
原子力本部副本部長

常務執行役員 金澤　定男
原子力本部副本部長、
原子力本部原子力部長

常務執行役員
原子力本部副本部長、
原子力本部原子力部長

常務執行役員 佐々木　裕司
コーポレート担当、
原子力本部副本部長、支店統轄

常務執行役員
コーポレート担当、
原子力本部副本部長、支店統轄

常務執行役員 河田　伸 発電・販売カンパニー副カンパニー長
常務執行役員
発電・販売カンパニー副カンパニー長

以　上

役　員　人　事　【役付執行役員】

　本日付で役付執行役員が以下のとおり就任しましたのでお知らせいたします。

資料２



東北電力株式会社
２０２１年６月２５日

　本日付で上席執行役員が以下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】

氏  名 事務委嘱 前役職

藤倉　勝明 新潟支店長
上席執行役員
新潟支店長

【上席執行役員待遇】

氏  名 事務委嘱 前役職

新田　盛久 東北電力フロンティア株式会社
上席執行役員待遇
東北電力フロンティア株式会社

土方　　薫 東北電力エナジートレーディング株式会社
上席執行役員待遇
東北電力エナジートレーディング株式会社

以　上

上席執行役員人事
資料３



東北電力株式会社
２０２１年６月２５日

　本日付で執行役員が以下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】

氏  名 事務委嘱 前役職

近藤　一英 岩手支店長
執行役員
岩手支店長

羽鳥　明満 発電・販売カンパニー土木建築部長
執行役員
発電・販売カンパニー土木建築部長

岩渕　伸一 青森支店長
執行役員
青森支店長

若林　利明 女川原子力発電所長
執行役員
女川原子力発電所長

二階堂　宏樹 福島支店長
執行役員
福島支店長

小山　光雄 事業創出部門長
執行役員
事業創出部門長

山中　貞一 発電・販売カンパニー販売推進部長
執行役員
発電・販売カンパニー販売推進部長

青木　宏昭 東通原子力発電所長
執行役員
東通原子力発電所長

平山　成治 ビジネスサポート本部情報通信部長
執行役員
ビジネスサポート本部情報通信部長

山形　安生 発電・販売カンパニー電源立地部長
執行役員
発電・販売カンパニー電源立地部長

沼畑　秀樹 発電・販売カンパニー事業戦略部長
執行役員
発電・販売カンパニー事業戦略部長

小笠原　孝史 秋田支店長
執行役員
秋田支店長

下井田　秀喜 ビジネスサポート本部経理部長
執行役員
ビジネスサポート本部経理部長

阿部　雅宏 山形支店長
執行役員
発電・販売カンパニー火力部長

工藤　英明
［新任］

宮城支店長
東北電力ネットワーク株式会社
執行役員
配電部長

佐々木　秀明 東京支社長
執行役員
東京支社長

執行役員人事
資料４



氏  名 事務委嘱 前役職

内海　博
［新任］

発電・販売カンパニー水力部長 発電・販売カンパニー水力部長

和田　浩文
［新任］

事業創出部門副部門長
事業創出部門スマート社会実現ユニット部長

事業創出部門スマート社会実現ユニット部長

宮武　康夫
［新任］

発電・販売カンパニー再生可能エネルギー事業部長 発電・販売カンパニー再生可能エネルギー事業部長

藤田　範生
［新任］

東新潟火力発電所長 能代火力発電所長

渡辺　隆夫
［新任］

ビジネスサポート本部総務部長 ビジネスサポート本部総務部長

日下部　達
［新任］

ビジネスサポート本部人財部長 ビジネスサポート本部人財部長

小野　誠彦
［新任］

ソーシャルコミュニケーション部門長 ソーシャルコミュニケーション部門長

榎本　隆克
［新任］

発電・販売カンパニー燃料部長 発電・販売カンパニー燃料部長

【執行役員待遇】

氏  名 事務委嘱 前役職

大森　　聡 電気事業連合会
執行役員待遇
電気事業連合会

江波　恒夫
（※）

監査等特命役員
執行役員待遇
監査等特命役員

以　上

＜退任執行役員＞

　　執行役員 藤原　正雄　　　　東北計器工業株式会社　取締役社長

　　執行役員 宮本　保彦　　　　東北緑化環境保全株式会社　取締役社長

　　執行役員 佐藤　裕市　　　　東北発電工業株式会社　専務取締役

　　執行役員 森　　 則之　　　　日本原燃株式会社

※：東北電力ネットワーク株式会社 監査役を兼任



東北電力株式会社
２０２１年６月２５日

役　職 氏　名 新担当 前担当

社長執行役員 樋󠄀口　康二郎 － －

副社長執行役員 岡信　愼一 事業創出部門 事業創出部門

副社長執行役員 山本　俊二
考査室、原子力考査室、総務部、
経理部

考査室、原子力考査室、総務部、
経理部

副社長執行役員 阿部　俊徳
販売推進部、法人営業部、
生活提案部、ガス事業部

販売推進部、法人営業部、
生活提案部、ガス事業部

常務執行役員 加藤　功 安全保安管理室 安全保安管理室

常務執行役員 石山　一弘 グループ戦略部門 グループ戦略部門

常務執行役員 髙野　広充 土木建築部、電源立地部 土木建築部、電源立地部

常務執行役員 大野　貞彦
燃料部、水力部、火力部、
再生可能エネルギー事業部

燃料部、水力部、火力部、
再生可能エネルギー事業部

常務執行役員 砂子田　智
秘書室、ビジネスサポート企画室、
人財部、資材部、情報通信部

秘書室、ビジネスサポート企画室、
人財部、資材部、情報通信部

常務執行役員 金澤　定男 原子力部、原子力品質保証室 原子力部、原子力品質保証室

常務執行役員 佐々木　裕司
ソーシャルコミュニケーション部門、
研究開発センター

ソーシャルコミュニケーション部門、
研究開発センター

常務執行役員 河田　伸 事業戦略部 事業戦略部

以　上

役付執行役員の本店室部等分担
資料５


