
 

平成２８年６月２８日 

北海道電力株式会社 

 

執 行 役 員 人 事 
 
任用（平成２８年７月１日付） 

 
＜上席執行役員＞ 

氏  名 委嘱業務・担務 区分 

 高橋 多華夫 札幌支店長 再任 

上田  淳 
発電本部副本部長（原子力安全担当） 

原子力品質保証室担当 
【昇任】 

中村  満 工務部長 【昇任】 

舟根 俊一 泊発電所長 【昇任】 

松原 宏樹 広報部長 兼原子力推進本部付部長 【昇任】 

今野  満 総務部長 【昇任】 

藪下 裕己 経理部長 【昇任】 

髙橋  豊 東京支社長 【昇任】 

 

＜執行役員＞ 

氏  名 委 嘱 業 務 区分 

佐藤  斉 秘書室長 再任 

上野 昌裕 企画部長 兼原子力推進本部付部長 再任 

鍋島 芳弘 企画部事業戦略室長 【新任】 

皆川 和志 情報通信部長 【新任】 

秋田 耕児 総合研究所長 再任 

田森 哲也 営業部長 再任 

中川 秀世 旭川支店長 【新任】 

戸賀瀨 薰 釧路支店長 【新任】 

加藤 正浩 帯広支店長 【新任】 

荒矢 貴洋 室蘭支店長 【新任】 

原田 憲朗 配電部長 【新任】 

増田 裕臣 火力部長，北海道パワーエンジニアリング株式会社兼務出向 再任 

槙  信弘 原子力部長 兼原子力推進本部付部長 再任 

濱谷 將人 総務部部長 再任 

 

以 上 



 

（別紙） 

 

 

新任上席執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

上田
う え だ

 淳
じゅん

 
 

昭和 32年 1 月 24日生 

北海道出身 

昭和 56年  3月 

昭和 56年  4月 

平成 11年  8月 

平成 14年  8月 

平成 17年  6月 

平成 21年  6月 

平成 24年  6月 

平成 24年  7月 

平成 25年  6月 

平成 26年  7月 

平成 28年  6月 

北海道大学大学院工学研究科修了 

北海道電力株式会社入社 

当社泊発電所技術課長 

当社原子力部原子力業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社泊発電所次長 

当社東京支社次長 

当社原子力部原子燃料統括室長 

当社理事 原子力部原子燃料統括室長 

当社理事 東京支社長 

当社執行役員 東京支社長 

当社執行役員 発電本部副本部長（原子力安全担当） 

原子力品質保証室担当 

中村
なかむら

 満
みつる

 
 

昭和 33年 7 月 22日生 

北海道出身 

昭和 56年  3月 

昭和 56年  4月 

平成 12年  3月 

平成 13 年 11月 

平成 15年  8月 

平成 18年  3月 

平成 19年  6月 

平成 22年  4月 

平成 24年  7月 

平成 25年  7月 

平成 26年  7月 

平成 28年  6月 

明治大学工学部電気工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社釧路支店電力部送電ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社札幌支店電力部送電ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社工務部送電ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社工務部工務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社工務部次長 

当社旭川統括電力ｾﾝﾀｰ所長 

当社電力技術ｾﾝﾀｰ（現 基幹系工事ｾﾝﾀｰ）所長 

当社理事 基幹系工事ｾﾝﾀｰ所長 

当社執行役員 基幹系工事ｾﾝﾀｰ所長 

当社執行役員 工務部長 

舟
ふな

根
ね

 俊一
しゅんいち

 
 

昭和 34年 3 月 7日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 9 年 12月 

平成 14年  3月 

平成 17年  3月 

平成 21年  4月 

平成 22年  6月 

平成 24 年 10月 

平成 25年  2月 

平成 26年  6月 

平成 26年  7月 

新潟大学大学院工学研究科修了 

北海道電力株式会社入社 

当社泊発電所電気保修課長 

当社原子力部原子力運営ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社泊発電所次長 

当社原子力部次長 

当社原子力部原子力設備ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社原子力部経年化対応ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社原子力部部長 

当社泊発電所長 

当社執行役員 泊発電所長 

 

 

 

 



 

 

 

 

新任上席執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

松原
まつばら

 宏樹
ひ ろ き

 
 

昭和 34年 11月 27 日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 10年  3月 

平成 12年  4月 

平成 12年  8月 

平成 12 年 11月 

平成 18年  3月 

平成 20年  4月 

平成 23年  6月 

平成 26年  4月 

平成 27年  7月 

平成 28年  6月 

岩手大学工学部電気工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社苫小牧支店営業開発ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社事業推進部関連事業グループ 

当社事業推進部事業企画グループ 

当社営業部付株式会社エナジーフロンティア出向 

当社エネルギーソリューション部次長 

当社旭川支店営業部長 

当社営業部部長 

当社帯広支店長 

当社執行役員 帯広支店長 

当社執行役員 広報部長 

今野
こ ん の

 満
みつる

 
 

昭和 34年 10月 28 日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 12年  3月 

平成 15年  8月 

平成 16年  3月 

平成 17年  3月 

平成 19年  6月 

平成 22年  6月 

平成 25年  7月 

平成 26年  7月 

平成 27年  6月 

平成 28年  4月 

慶応義塾大学法学部政治学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社東京支社総務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社広報部広報計画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社広報部情報ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社秘書室秘書ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社総務部次長 

当社秘書室長 

当社理事 函館支店長 

当社執行役員 函館支店長 

当社執行役員 総務部長 

当社執行役員 総務部長 兼総務部資産計画室長 

藪下
やぶした

 裕
ひろ

己
み

 
 

昭和 33年 5 月 21日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 12年  8月 

平成 14年  8月 

平成 15年  3月 

平成 17年  8月 

平成 21年  6月 

平成 22年  6月 

平成 23年  6月 

平成 24年  6月 

平成 26年  4月 

平成 27年  7月 

小樽商科大学商学部経営法学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社釧路支店総務部経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社経理部予決算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社経理部予算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社経理部決算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社経理部次長 

当社経理部予算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社経理部経理企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社帯広支店長 

当社経理部長 

当社執行役員 経理部長 

 

 

 



 

 

 

 

新任上席執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

髙
たか

橋
はし

  豊
ゆたか

 
 

昭和 34年 4 月 2日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 13 年 11月 

平成 16年  3月 

平成 16年  8月 

平成 22 年 10月 

平成 25年  7月 

平成 27年  7月 

平成 28年  6月 

同志社大学商学部卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社小樽支店倶知安営業所長 

当社火力部燃料室燃料企画・石油ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社火力部燃料室石油・国内炭ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社火力部燃料室長 

当社苫小牧支店長 

当社執行役員 苫小牧支店長 

当社執行役員 東京支社長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

新任執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

鍋島
なべしま

 芳
よし

弘
ひろ

 
 

昭和 33年 4 月 12日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 20年  4月 

平成 24年  5月 

平成 27年  9月 

平成 28年  6月 

北海道大学経済学部経済学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社総合研究所経済ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社企画部付北海道食産業総合振興機構出向 

当社企画部部長（事業戦略担当） 

当社企画部事業戦略室長 

皆川
みながわ

 和志
か ず し

 
 

昭和 36年 3 月 20日生 

北海道出身 

昭和 60年  3月 

昭和 60年  4月 

平成 12年  1月 

平成 16年  8月 

平成 19年  6月 

平成 21年  6月 

平成 24年  4月 

平成 25年  6月 

北海道大学大学院工学研究科修了 

北海道電力株式会社入社 

当社総合研究所主査研究員情報通信ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社情報通信部情報通信事業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社情報通信部次長 

当社情報通信部付ほくでん情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社出向 

当社情報通信部情報通信企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社情報通信部長 

中川
なかがわ

 秀
ひで

世
よ

 
 

昭和 36年 8 月 24日生 

北海道出身 

昭和 59年  3月 

昭和 59年  4月 

平成 16年  3月 

平成 18年  3月 

平成 19年  4月 

平成 20年  4月 

平成 23年  4月 

平成 24年  6月 

平成 26年  6月 

平成 28年  6月 

東海大学工学部経営工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社小樽支店お客さまｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社営業部営業業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社営業部営業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社函館支店営業部長 

当社営業部営業業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社営業部営業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社北見支店長 

当社旭川支店長 

戸賀瀨
と が せ

 薰
かおる

 
 

昭和 34年 4 月 23日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 14年  8月 

平成 15年  3月 

平成 15年  6月 

平成 17年  5月 

平成 20年  4月 

平成 21年  4月 

平成 22年  6月 

平成 23 年 11月 

平成 26年  4月 

北海学園大学法学部法律学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社旭川支店電力部用地ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社電源立地部主幹火力・水力ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社電源立地部火力・水力ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社工務部補償業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社電源立地部次長（火力渉外担当） 

当社電源立地部次長（水力渉外担当） 

当社電源立地部火力・水力ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社工務部部長（用地担当） 

当社釧路支店長 

 

 

 



 

 

 

 

新任執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

加藤
か と う

 正浩
まさひろ

 
 

昭和 33年 12月 14 日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 14年  8月 

平成 15年  6月 

平成 19年  4月 

平成 22年  6月 

平成 23年  4月 

平成 25年  6月 

平成 28年  6月 

北海道大学法学部卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社資材部主幹資材企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社資材部資材企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社資材部次長 

当社資材部資材企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社札幌支店千歳支社長 

当社資材部長 

当社帯広支店長 

荒
あら

矢
や

 貴洋
たかひろ

 
 

昭和 35年 9 月 21日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 18年  3月 

平成 21年  1月 

平成 21年 12月 

平成 23年  6月 

平成 25年  6月 

平成 27年  6月 

京都大学工学部物理工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社泊原子力発電所建設所機械課長 

当社泊発電所機械保修課課長 

当社泊発電所機械保修課長 

当社泊発電所次長 

当社企画部経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社室蘭支店長 

原田
は ら だ

 憲
のり

朗
あき

 
 

昭和 36年 9 月 19日生 

北海道出身 

昭和 60年  3月 

昭和 60年  4月 

平成 16年  3月 

平成 17年  3月 

平成 18年  8月 

平成 21年  4月 

平成 24年  4月 

平成 26年  6月 

室蘭工業大学工学部電気工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社配電部基盤整備ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社配電部総合企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社岩見沢支店滝川営業所長 

当社苫小牧支店営業部長 

当社配電部業務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

当社配電部長 

 

以 上 


