
役員一覧 2016年6月28日現在

Board of Directors and Auditors

貫　正義
代表取締役会長

1968年　当社入社
2012年　当社 代表取締役会長（現任）

瓜生　道明
代表取締役社長

1975年　当社入社
2012年　当社 代表取締役社長（現任）

佐藤　尚文
代表取締役副社長
 
1976年　当社入社
2014年　当社 代表取締役副社長（現任）

荒牧　智之
代表取締役副社長 
社長室に関する事項、ＣＳＲに関する事項、 
危機管理官

1975年　当社入社
2015年　当社 代表取締役副社長（現任）

伊﨑　数博
代表取締役副社長
発電本部長

1978年　当社入社
2015年　当社 代表取締役副社長（現任）

佐々木　有三
代表取締役副社長
技術本部長

1978年　当社入社
2016年　当社 代表取締役副社長（現任）

山元　春義
取締役
原子力発電事業に係る社長特命事項

1972年　当社入社
2015年　当社 取締役（現任）　

薬真寺　偉臣
取締役常務執行役員
地域共生本部長 

1976年　当社入社
2013年　当社 取締役常務執行役員（現任）

中村　明
取締役常務執行役員
発電本部副本部長

1977年　当社入社
2015年　当社 取締役常務執行役員（現任）

渡辺　義朗
取締役常務執行役員
営業本部長

1977年　当社入社
2015年　当社 取締役常務執行役員（現任）

長尾　成美
取締役常務執行役員
経営企画本部長

1977年　当社入社
2015年　当社 取締役常務執行役員（現任）

山﨑　尚　
取締役常務執行役員　
電力輸送本部長

1976年　当社入社
2016年　当社 取締役常務執行役員（現任）

取締役

取締役

九州電力 アニュアルレポート 201632



役
員
一
覧

渡辺　顯好
社外取締役
1966年　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
1996年 同社 取締役 
1998年　トヨタ自動車九州株式会社 取締役（非常勤） 
2001年　トヨタ自動車株式会社 常務取締役
2002年  同上 退任
2002年　トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役社長
2007年 社団法人九州経済連合会（現一般社団法人九州経済連合会） 
 副会長 
2008年　トヨタ自動車九州株式会社 代表取締役会長 
2009年 当社 取締役（現任）
2011年　トヨタ自動車九州株式会社 相談役
2011年 株式会社九電工 取締役（現任）
2015年 一般社団法人九州経済連合会 副会長 退任
2015年　トヨタ自動車九州株式会社 相談役 退任

菊川　律子
社外取締役
1974年 福岡県庁入庁
2005年 福岡県立社会教育総合センター 所長
2007年 福岡県立図書館長
2008年 福岡県 退職
2008年 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事
2011年 同上 退任
2012年 国立大学法人九州大学 理事
2014年 同上 退任
2014年  放送大学学園特任教授 福岡学習センター所長（現任）　
2015年 当社 取締役（現任）

ESG Section

1 貫 正 義　２瓜 生 道 明　３佐 藤 尚 文　４荒 牧 智 之

５伊 﨑 数 博 　６佐 々 木 有 三　７山 元 春 義　８薬 真 寺 偉 臣

９中 村 明　10 渡 辺 義 朗 　 11 長 尾 成 美　12 山 﨑 尚

13 渡 辺 顯 好　14 菊 川 律 子

1
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社外取締役
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１平 野 俊 明　２長 宣 也　３亀 井 英 次　４古 荘 文 子　５古 賀 和 孝 　６井 上 雄 介

監査役

九州電力 アニュアルレポート 201634



役
員
一
覧

古荘　文子
社外監査役
1982年 古荘土地有限会社入社
1982年 同社 取締役 
1998年 スペシャルオリンピックス日本（現公益財団法人スペシャル
 オリンピックス日本） 理事　　　　　　　　　　　　　　
2000年 同上 事務局長
2004年 同上 退任
2006年 熊本県教育委員会 委員 
2008年 スペシャルオリンピックス日本（現公益財団法人スペシャル
 オリンピックス日本） 理事 退任　　　　　　　　　　　　
2009年 熊本県教育委員会 委員長
2011年 古荘土地有限会社 代表取締役（現任） 
2012年 熊本県教育委員会 委員長 退任 
2013年 当社 監査役（現任） 

古賀　和孝
社外監査役
1986年 弁護士登録（現任）
1989年 古賀和孝法律事務所（現古賀・花島法律事務所）設立
2007年 マックスバリュ九州株式会社 監査役（非常勤）（現任）
2012年 九州弁護士会連合会 副理事長
2012年 福岡県弁護士会 会長
2013年 九州弁護士会連合会 副理事長 退任 
2013年 福岡県弁護士会 会長 退任
2014年 日本弁護士連合会 副会長
2015年 日本弁護士連合会 副会長 退任
2016年 当社 監査役（現任）

井上　雄介
社外監査役　
1973年 日本銀行入行
1985年 同行 退職
1985年 株式会社福岡相互銀行入行
1986年 同行 取締役
1989年 株式会社福岡シティ銀行（株式会社福岡相互銀行から
 商号変更） 取締役
1990年 同行 常務取締役
1993年 同行 代表取締役専務
1997年 同行 代表取締役副頭取
2003年 同上 退任　
2003年 九州カード株式会社 代表取締役会長
2005年 同上 退任
2005年 九州債権回収株式会社 代表取締役会長（現任）
2016年 当社 監査役（現任）

平野　俊明
常任監査役

2005年　当社入社
2014年　当社 監査役（現任）

長　宣也
監査役

1977年　当社入社
2015年　当社 監査役（現任） 

亀井　英次
監査役

1979年　当社入社
2016年　当社 監査役（現任）

ESG Section

常勤監査役

社外監査役
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