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平成２９年６月２８日 

北海道電力株式会社 

 

執 行 役 員 人 事 
 
任用（平成２９年７月１日付） 

 
＜上席執行役員＞ 

氏  名 委嘱業務・担務 区分 

中村  満 工務部長 再任 

髙橋  豊 東京支社長 再任 

舟根 俊一 泊発電所長 再任 

今野  満 総務部長 再任 

松原 宏樹 広報部長 兼原子力推進本部付部長 再任 

槙  信弘 
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】 

上野 昌裕 企画部長 兼原子力推進本部付部長 【昇任】 

田森 哲也 札幌支店長 【昇任】 

荒矢 貴洋 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 【昇任】 

濱谷 將人 総務部部長 【昇任】 

 

＜執行役員＞ 

氏  名 委 嘱 業 務 区分 

佐藤  斉 秘書室長 再任 

鍋島 芳弘 企画部事業戦略室長 再任 

皆川 和志 総合研究所長 再任 

中川 秀世 営業部長 再任 

梅澤 秀敏 旭川支店長 【新任】 

大野  浩 北見支店長 【新任】 

加藤 正浩 帯広支店長 再任 

名畑  優 函館支店長 【新任】 

細野 一広 札幌統括電力センター所長 【新任】 

勝海 和彦 原子力部長 兼原子力推進本部付部長 【新任】 

藪  正樹 土木部長 兼原子力推進本部付部長 【新任】 

斉藤  晋 苫東厚真発電所長 【新任】 

原田 憲朗 人事労務部長 再任 

小林 剛史 経理部長 【新任】 

 

以 上 
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（別紙） 

 

 

新任上席執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

槙
まき

  信
のぶ

弘
ひろ

 

昭和 35年 10月 21 日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 10年 3月

平成 15年 8月   

平成 16年 3月   

平成 18年 3月   

平成 19年 8月   

平成 21年 1月   

平成 23年 6月   

平成 25年 6月   

平成 26年 7月   

平成 29年 6月   

 

北海道大学工学部原子工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社原子力部安全審査グループリーダー 

当社東京支社技術グループリーダー 

当社原子力部設計グループ 

当社原子力部原子力企画グループリーダー 

当社泊原子力発電所建設所次長 

当社泊発電所発電室長 

当社企画部経営企画グループリーダー 

当社原子力部長 

当社執行役員 原子力部長 

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 

上野
う え の

 昌
まさ

裕
ひろ

 

昭和 35年 12月 13 日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月   

昭和 58年 4月   

平成 13年  3月   

平成 15年  3月   

平成 17年  6月    

平成 20年 6月   

平成 22年  6月   

平成 23年 7月   

平成 26年 6月   

平成 27年 7月   

平成 28年 6月 

北海道大学工学部電気工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社旭川支店電力部工務グループリーダー 

当社工務部電力システムグループリーダー 

当社企画部総合計画グループリーダー 

当社企画部次長 

当社企画部総合計画グループリーダー 

当社函館統括電力センター所長 

当社工務部長 

当社執行役員 工務部長 

当社執行役員 企画部長 

田森
た も り

 哲也
て つ や

 

昭和 33年 11月 11 日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 14年  3月 

平成 16年  3月 

平成 19年  4月 

平成 21年 5月 

平成 22年  4月 

平成 23年 6月 

平成 24年 6月 

平成 27年 1月 

平成 27年 7月 

平成 29年 6月 

小樽商科大学商学部商学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社東京支社業務グループリーダー 

当社営業部営業企画グループリーダー 

当社岩見沢支店営業部長 

当社営業部付ほくでんサービス株式会社出向 

当社営業部料金企画グループリーダー 

当社営業部営業企画グループリーダー 

当社旭川支店長 

当社営業部長 

当社執行役員 営業部長 

当社執行役員 札幌支店長 
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新任上席執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

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 

平成 28年 7月 

平成 29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グループリーダー 

当社室蘭支店長 

当社執行役員 室蘭支店長 

当社執行役員 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 

濱
はま

谷
や

 將人
ま さ と

 

昭和 34年 1 月 3日生 

北海道出身 

昭和 57年  3月 

昭和 57年  4月 

平成 14年 3月 

平成 16年 8月 

平成 18年 8月 

平成 19年 7月 

平成 23年 7月 

平成23年 12月 

平成 26年 7月 

平成 27年 6月 

平成 28年 4月 

早稲田大学社会科学部社会科学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社立地環境部総括グループリーダー 

当社泊原子力事務所次長 

当社広報部次長（エネルギー広報担当） 

当社電源立地部次長 

当社電源立地部長 

当社総務部立地室長 

当社執行役員 総務部立地室長 

当社執行役員 函館支店長 

当社執行役員 総務部部長 
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新任執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

梅澤
うめざわ

 秀
ひで

敏
とし

 

昭和 35年 2 月 5日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年  4月 

平成 13年  8月 

平成 14年  3月 

平成 16年  8月 

 

平成 18年  3月 

 

平成 19年  4月 

平成 20年  6月 

平成 23年  4月 

平成 26年  4月 

平成 29年  6月 

成蹊大学法学部政治学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社旭川支店営業部営業開発グループリーダー 

当社旭川支店営業部販売グループリーダー 

当社エネルギーソリューション部法人営業 

グループリーダー 

当社エネルギーソリューション部リビング営業 

グループリーダー 

当社エネルギーソリューション部次長（東京支社駐在） 

当社東京支社次長 

当社函館支店営業部長 

当社営業部部長 

当社旭川支店長 

大野
お お の

  浩
ひろし

 

昭和 35年 4 月 5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 21年  4月 

平成 23年 12月 

平成 28年 6月 

小樽商科大学商学部商業学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社企画部企画調査グループリーダー 

当社企画部経営企画グループリーダー 

当社釧路支店営業部長 

当社総務部企業行動室長 

当社北見支店長 

名畑
な は た

  優
ゆう

 

昭和 35年 5 月 30日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年 4月 

平成 13年  8月 

平成 14年  8月 

平成 16年 3月 

平成 17年  3月 

平成 18年 11月 

平成 20年 4月 

平成 22年 6月 

平成 26年 6月 

平成 28年 4月 

東海大学政治経済学部経済学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社苫東厚真発電所総務課長 

当社釧路支店総務部労務グループリーダー 

当社釧路事務サポートセンター長 

当社広報部情報センターグループリーダー 

当社総務部付北海道電気協会出向 

当社総務部オフィスサポートグループリーダー 

当社総務部総務・防災グループリーダー 

当社考査担当考査役 

当社函館支店長 

細野
ほ そ の

 一広
かずひろ

 
昭和 38年 1 月 1日生 

北海道出身 

昭和 60年  3月 

昭和 60年 4月 

平成 15年  8月 

平成 16年  3月 

平成 18年 3月 

平成 21年  4月 

平成 23年 4月 

平成 27年 6月 

北見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 

当社旭川支店電力部送電グループリーダー 

当社旭川統括電力センター送電グループリーダー 

当社工務部送電グループリーダー 

当社旭川統括電力センター北見電力センター所長 

当社工務部工務企画グループリーダー 

当社札幌統括電力センター所長 
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新任執行役員略歴 

 

氏  名 

生年月日 

出  身 

 

略    歴 

勝海
かつうみ

 和彦
かずひこ

 

昭和 38年 1 月 11日生 

北海道出身 

昭和 60年  3月 

昭和 62年  3月 

昭和 62年 4月 

平成 15年  7月 

平成 17年  3月 

平成 21年 12月 

平成 23年 4月 

平成 23年 6月 

平成 24年 10月 

平成 27年 8月 

平成 29年 6月 

北海道大学工学部原子工学科卒業 

北海道大学工学研究科修了 

北海道電力株式会社入社 

当社原子力部原子力システム開発グループリーダー 

当社泊発電所電気保修課長 

当社泊発電所制御保修課長 

当社原子力部経年化対応グループリーダー 

当社原子力部原子力運営グループリーダー 

当社原子力部原子力設備グループリーダー 

当社原子力部部長 

当社原子力部長 

藪
やぶ

  正樹
ま さ き

 

昭和 37年 3 月 22日生 

北海道出身 

昭和 60年  3月 

昭和 60年 4月 

平成 15年  8月 

平成 19年  4月 

平成 24年 4月 

平成 26年 7月 

平成 28年 6月 

北海道大学工学部土木工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社京極水力発電所建設所土木第一課長 

当社土木部土木エンジニアリンググループリーダー 

当社土木部原子力土木グループリーダー 

当社石狩湾新港火力発電所建設所長 

当社土木部長 

斉藤
さいとう

  晋
すすむ

 

昭和 36年 1 月 23日生 

北海道出身 

昭和 58年  3月 

昭和 58年 4月 

平成 17年  3月 

平成 19年 4月 

平成 20年  4月 

平成 22年 6月 

平成 24年 4月 

平成 27年 6月 

北見工業大学工学部環境工学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社人事労務部人事計画グループリーダー 

当社企画部設備計画グループリーダー 

当社火力部次長 

当社火力部火力計画・環境グループリーダー 

当社火力部火力企画グループリーダー 

当社苫東厚真発電所長 

小林
こばやし

 剛史
つ よ し

 
昭和 36年 9 月 19日生 

北海道出身 

昭和 59年  3月 

昭和 59年 4月 

平成 17年  8月 

平成 20年  6月 

平成 21年  5月 

平成 22年 7月 

平成 27年 6月 

平成 29年 6月 

小樽商科大学商学部商業学科卒業 

北海道電力株式会社入社 

当社経理部経理企画グループリーダー 

当社経理部予算グループリーダー 

当社岩見沢支店営業部長 

当社企画部経営管理グループリーダー 

当社企画部部長 

当社経理部長 

 

以   上 


