
役　員　人　事　に　つ　い　て

平成17年５月11日

北陸電力株式会社

１．第８１回定時株主総会に付議する取締役並びに監査役候補者について

　本日開催の取締役会において、取締役並びに監査役の人事を次のとおり内定し、６月下旬

開催予定の第８１回定時株主総会において承認を求めることとなりました。

　取締役 （　）は、現職位

　候補者

しん き   ふじお

新　木　富士雄 （代表取締役社長）

ながはら   いさお

永　原　　　功 （代表取締役副社長）

たか た  けんいち

　田　憲　一 （常務取締役）

まつなみ  たか し

松　波　孝　之 （常務取締役）

はま だ  しょういち

濱　田　昌　一 （常務取締役）

きゅうわ   すすむ

久  和      進 （常務取締役）

きよはら くにひこ

清　原　 　彦 （取締役　経営管理部長）

つじ い  しょうさく

辻　井　庄　作 （取締役　志賀原子力総合事務所長）

まつなが   まさる

松　長　　　賢 （取締役　福井支店長）

かき だ    あきら

柿　田　　　彰 （取締役　東京支社長）

みなみ   のぶひさ

南　　　信　久 （取締役　立地環境部長）

　退任予定者

やま だ  けいぞう

山　田　圭　藏 （代表取締役会長）

なり た  ひさたけ

成　田　尚　武 （代表取締役副社長）

くら     ひさとし

倉　　　久　俊 （代表取締役副社長）

なが た  たけつぐ

長　田　武　嗣 （取締役　石川支店長）

かなおか じゅんいち

金　岡　潤　一 （取締役　営業技術部長）

せんだい こういちろう

千　代　鴻一郎 （取締役　富山支店長）

　なお、千代取締役はトップマネジメント改革に伴い、新たに設置する執行役員に就任する

予定です。
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　監査役 （　）は、現職位

　新任候補者

いぬしま しんいちろう

犬　島　伸一郎 （株式会社北陸銀行　特別参与）

（財団法人北陸経済研究所　理事長）

み やま    あきら

深　山　　　彬 （株式会社北國銀行　代表取締役頭取）

　退任予定者

みや     た ろう

宮　　　太　郎 （監査役）

や しま  けん そ

八　嶋　健　三 （監査役）

　上記により株主総会後の役員の総数は、取締役１１名、監査役５名（うち社外監査役３名）

の１６名となります。

　２～５については、６月下旬開催予定の第８１回定時株主総会後の取締役会において、選任する

予定であります。

２．役付取締役の選任について

（　）は、現職位

　会長候補者

しん き   ふじお

新　木　富士雄 （代表取締役社長）

　社長候補者

ながはら   いさお

永　原　　　功 （代表取締役副社長）

　副社長候補者

たか た  けんいち

　田　憲　一 （常務取締役）

まつなみ  たか し

松　波　孝　之 （常務取締役）

はま だ  しょういち

濱　田　昌　一 （常務取締役）

　常務取締役候補者

きゅうわ   すすむ

久  和      進 （常務取締役）

きよはら くにひこ

清　原　 　彦 （取締役　経営管理部長）

つじ い  しょうさく

辻　井　庄　作 （取締役　志賀原子力総合事務所長）

まつなが   まさる

松　長　　　賢 （取締役　福井支店長）

かき だ    あきら

柿　田　　　彰 （取締役　東京支社長）

みなみ   のぶひさ

南　　　信　久 （取締役　立地環境部長）
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３．執行役員の人事の内定について

(1) 執行役員の選任 　　　　１４名

せんだい こういちろう もとやま  のぶ お

　　（新任） 千　代　鴻一郎 本　山　信　男

はや た  けんきち し どう  しょういち

早　田　賢　吉 紫　藤　正　一

なみ き    まこと さかもと ぜんじょう

並　木　　　誠 坂　本　善　成

はたけやま まさき たかくわ こういち

畠　山　正　樹 高　桑　幸　一

なか い    たかし むら た  こうへい

中　井　　　卓 村　田　幸　平

わたぬき   おさむ しおたに としふみ

綿　貫　　　摂 塩　谷　敏　文

まつおか  ゆき お ほり     ゆういち

松　岡　幸　雄 堀　　　祐　一

(2) 執行役員に対する職務委嘱 １４件

執行役員 せんだい こういちろう 石川駐在（原子力担当） 富山支店長

千代　鴻一郎

執行役員 はやた  けんきち 営業推進部部長 同　左

早田　賢吉 （住宅営業担当）

執行役員 なみき  まこと 富山支店長 購買部長

並木　　誠

執行役員 はたけやま まさき 北陸経済連合会出向 地域広報部長

畠山　正樹

執行役員 なかい  たかし 土木部長 同　左

中井　　卓

執行役員 わたぬき おさむ 技術開発研究所長 同　左

綿貫　　摂

執行役員 まつおか ゆきお 福井支店長 総務部長

松岡　幸雄

執行役員 もとやま のぶお 購買部長 営業推進部長

本山　信男

執行役員 しどう  しょういち 志賀原子力発電所建設所長 同　左

紫藤　正一

執行役員 さかもと ぜんじょう 経理部長 同　左

坂本　善成

執行役員 たかくわ こういち 経営企画部部長 同　左

高桑　幸一 （経営企画担当）

執行役員 むらた  こうへい 経営管理部長 経営企画部部長

村田　幸平 （経営企画・ＩＲ担当）

執行役員 しおたに としふみ 経営企画部長 経営管理部部長

塩谷　敏文 （人事・労務担当）

現　　職　　位新　　職　　位氏　　　　名
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執行役員 ほり    ゆういち 石川支店長 火力部長

堀　　祐一

(3) 執行役員に対する職務委嘱の変更 ２件

執行役員 はやた  けんきち 営業本部付部長 営業推進部部長

早田　賢吉 （住宅営業担当）

執行役員 わたぬき おさむ 技術開発・環境保全センター長 技術開発研究所長

綿貫　　摂

注．上記(3)は、７月１日付の本店組織改正による職務委嘱の変更である。

４．支配人の人事の内定について

(1) 支配人の選任 　　　　２０名

いな い  きよふみ もり     えいいち

　　（再任） 稲　井　清　文 森　　　榮　一

みや た  よし き くろ だ  まさのぶ

宮　田　良　紀 黒　田　雅　信

ささばやし かずや わかみや しん じ

笹　林　和　也 若　宮　真　自

み なべ  みつあき むろさき じゅんいちろう

三　鍋　光　昭 室　崎　純一郎

まつ だ  のりゆき わかばやし ひであき

松　田　範　幸 若　林　秀　昭

もとばやし としのり

本　林　敏　功 　（以上１１名）

ほり た  まさゆき はる た    きよし

　　（新任） 堀　田　正　之 春　田　　　清

みず の  かずよし あかまる じゅんいち

水　野　一　義 赤　丸　準　一

こんたに まさ と かな い    ゆたか

近　谷　雅　人 金　井　　　豊

お   み  たかまさ ますおか しんいち

淤　見　隆　昌 増　岡　伸　一

たかにし けんいち

鷹　西　賢　一 　（以上　９名）

(2) 支配人の退任 　　　　　２名

やま の  きよあき かわ い  なる み

山　野　清　昭 河　合　成　海

(3) 支配人に対する職務委嘱 ２０件

支配人 いない  きよふみ 経営企画部部長 同　左

稲井　清文 （経営企画担当）

氏　　　　名 新　　職　　位 現　　職　　位

氏　　　　名 現　　職　　位新　　職　　位

氏　　　　名 新　　職　　位 現　　職　　位
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支配人 ほりた  まさゆき 経営企画部部長 経営企画部経営戦略チーム

堀田　正之 （経営企画担当） 統括（副部長）

支配人 みずの  かずよし 経営管理部秘書部長 経営管理部秘書役

水野　一義

支配人 こんたに まさと 地域広報部長 地域広報部報道チーム統括

近谷　雅人 （副部長）

支配人 みやた  よしき 総務部長 七尾支社長

宮田　良紀

支配人 お み   たかまさ 購買部部長（購買担当） 購買部（副部長) (燃料担当）

淤見　隆昌

支配人 たかにし けんいち 情報通信部長 購買部資材管理チーム統括

鷹西　賢一 （副部長）

支配人 ささばやし かずや 技術開発研究所部長 立地環境部部長（環境担当）

笹林　和也 （環境保全担当）

支配人 まつだ  のりゆき 営業推進部長 丹南支社長

松田　範幸

支配人 みなべ  みつあき 営業推進部部長 魚津支社長

三鍋　光昭 （営業推進担当）

支配人 はるた  きよし 営業推進部部長 営業推進部技術支援チーム

春田　　清 （技術営業担当） 統括（副部長）

支配人 もとばやし としのり 営業技術部長 小松支社長

本林　敏功

支配人 もり    えいいち 電力流通部長 同　左

森　　榮一

支配人 あかまる じゅんいち 火力部長 富山支店神通電力部長

赤丸　準一

支配人 かない  ゆたか 原子力部長 同　左

金井　　豊

支配人 くろだ  まさのぶ 志賀原子力総合事務所所長代理 経営企画部部長

黒田　雅信 （関連事業担当）

支配人 わかみや しんじ 志賀原子力発電所長 同　左

若宮　真自

支配人 むろさき じゅんいちろう 東京支社長 高岡支社長

室崎　純一郎

支配人 ますおか しんいち 高岡支社長 東京支社副支社長

増岡　伸一

氏　　　　名 新　　職　　位 現　　職　　位

－５－



支配人 わかばやし ひであき 北電技術コンサルタント株式 同　左

若林　秀昭 会社出向

(4) 支配人に対する職務委嘱の変更 ３件

支配人 ささばやし かずや 技術開発・環境保全センター 技術開発研究所部長

笹林　和也 部長（環境保全担当） （環境保全担当）

支配人 みなべ  みつあき 営業部長 営業推進部部長

三鍋　光昭 （営業推進担当）

支配人 もとばやし としのり 配電部長 営業技術部長

本林　敏功

注．上記(4)は、７月１日付の本店組織改正による職務委嘱の変更である。

５．副支配人の人事の内定について

(1) 副支配人の退任 　　　　　２名

やす だ  しげ お まえ だ  のりゆき

安　田　重　男 前　田　規　之

氏　　　　名 新　　職　　位 現　　職　　位

氏　　　　名 新　　職　　位 現　　職　　位
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（参　考）

・退任取締役の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

やま だ  けいぞう

山　田　圭　藏 当社相談役

なり た  ひさたけ

成　田　尚　武 株式会社ケーブルテレビ富山　取締役社長

くら     ひさとし

倉　　　久　俊 北陸電気工事株式会社　取締役社長

なが た  たけつぐ

長　田　武　嗣 財団法人北陸電気保安協会　理事長

かなおか じゅんいち

金　岡　潤　一 株式会社ケーブルテレビ富山　専務取締役

せんだい  こういちろう

千　代　鴻一郎 当社執行役員

・退任支配人の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

やま の  きよあき

山　野　清　昭 日本海コンクリート工業株式会社　取締役社長

かわ い  なる み

河　合　成　海 北陸通信ネットワーク株式会社　取締役社長

・退任副支配人の就任先

氏　　名 就　　　　任　　　　先

やす だ  しげ お

安　田　重　男 北電産業株式会社　取締役

まえ だ  のりゆき

前　田　規　之 日本海環境サービス株式会社　常務取締役

　なお、他の会社等の役員就任については、それぞれの株主総会並びに取締役会等の承認を

前提としております。
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６．１００％子会社の代表取締役社長就任の内定について

関　　係　　会　　社

会　　社　　名 役　職　名

はま だ  しょういち くら     ひさとし

日本海発電株式会社 代表取締役社長 濱　田　昌　一 倉　　　久　俊（退任）

て しま    あきら

北陸発電工事株式会社 代表取締役社長 手　嶋　　　晟 （再　任）

きゅうわ   すすむ

北電テクノサービス株式会社 代表取締役社長 久　和　　　進 （再　任）

たか だ  えいいち

北電産業株式会社 代表取締役社長 　田　榮　一 （再　任）

たかくわ こういち

北電情報ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役社長 高　桑　幸　一 （再　任）

はや た  けんきち

株式会社北陸電力ﾘﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 代表取締役社長 早　田　賢　吉 （再　任）

かたおか なおあき きよはら くにひこ

北電ﾊﾟｰﾄﾅｰｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役社長 片　岡　直　昭 清　原　 　彦

みなみ   のぶひさ

日本海環境サービス株式会社 代表取締役社長 南　　　信　久 （再　任）

なか い    たかし

北電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 代表取締役社長 中　井　　　卓 （再　任）

　なお、これらの会社の役員就任については、それぞれの株主総会並びに取締役会の承認を前提

としております。

兼　　任 兼 任 解 除
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