
/ 

 

 

2020年６月 24日 

 

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 

 

役員人事について 

 

本日開催の通常総会および第 80 回理事会において、以下の通り役員人事を決定

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【役員の人事】 

１． 退任 石橋 英雄（理事長） 

   加藤 顕彦、福田 俊彦（いずれも非常勤） 

   柳瀬 悟郎（5/31付退任、非常勤） 

２．新任 山内 豊明（理事長） 

安田 公輔、松本 純一、竹内 努（いずれも非常勤） 

 ※本年の通常総会は任期 2 年の役員改選となっておりましたが、理事長と新任理

事以外の全ての役員は重任されました。 

３．理事の担当（6/24以降） 

氏 名 現役職 担 当 

山内 豊明 理 事 長 組合業務全般 

新井 民夫 副理事長 組合業務全般（特に人材育成、機器装置開発、知識継承） 

平家 明久 専務理事 組合業務全般 

総務部担当 

開発計画部担当（総括、国際連携、広報） 

山本 俊二 理  事 開発計画部担当（技術戦略、研究プロジェクトおよび管

理、情報管理） 

研究管理部担当 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】 



別紙 

＜新任理事長 略歴＞ 

氏  名 

（生年月日） 

略歴・当組合における地位及び担当 

（重要な兼職の状況） 

山内
やまうち

 豊明
とよあき

  

1959 年 9 月 20 日生 

1982年 4月 日本原子力発電株式会社入社 

1999年 8月 同社 発電本部廃止措置計画部（課長） 

2002年 7月 同社 研究開発室（課長） 

2006年 7月 同社 廃止措置プロジェクト推進室   

基準・調査ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ（次長） 

2007年 7月 同社 廃止措置プロジェクト推進室 

  プロジェクト管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

2010 年 7 月 同社 廃止措置プロジェクト推進室副室長

兼処理計画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ（副部長） 

2012 年 7 月 同社 廃止措置プロジェクト推進室長代理

兼敦賀地区本部地域共生部（部長） 

2014年 6月 同社 執行役員  

廃止措置プロジェクト推進室長 

2016年 6月 同社 常務執行役員  

廃止措置プロジェクト推進室長 

2020年 6月 同社  常務執行役員  

廃止措置プロジェクト推進室長 
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       理事長 

（現在に至る） 

＜新任理事 略歴＞ 

氏  名 

（生年月日） 

略歴・当組合における地位及び担当 

（重要な兼職の状況） 

安田
や す だ

 公
こう

輔
すけ

  

1962 年 2 月 4 日生 

1986年 4月 三菱原子力工業株式会社 入社 

2013年 4月 三菱重工業株式会社 原子力事業本部 

原子力プラント技術総括部原子力システ 

ム技術部 部長 

2013年 10月 同社 エネルギー・環境ドメイン 

原子力事業部 プラント設計部 部長                  

2016年 4月  同社 エネルギー・環境ドメイン 

原子力事業部 建設・保全技術部                            

主幹プロジェクト統括 

2016年 10月 同社 エネルギー・環境ドメイン 

原子力事業部 建設・保全技術部 部長                     

2018年 4月  同社 パワードメイン 原子力事業部 

事業部長代理 

2020年 4月  同社 原子力セグメント  

セグメント長代理 

2020年 6月  同社 原子力セグメント  

セグメント長代理 
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        理事 

（現在に至る） 



 

氏  名 

（生年月日） 

略歴・当組合における地位及び担当 

（重要な兼職の状況） 

松本
まつもと

 純一
じゅんいち

  

1962 年 12 月 17 日生 

 

 

1986年 4月 東京電力株式会社 入社 

2011年 4月 同社 原子力・立地本部長代理 

2012年 9月 同社 原子力改革特別タスクフォース 

事務局 

2016年 6月 東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一廃炉推進カンパニー  

運営総括部長 

2017年 11月 同社 福島第一廃炉推進カンパニー  

廃炉推進室長 

2019年 4月 同社 執行役員 

福島第一廃炉推進カンパニー  

廃炉推進室長兼福島本部 

2020年 4月 同社 執行役員  

福島第一廃炉推進カンパニー  

プロジェクトマネジメント室長兼福島本部 

2020年 6月 同社 執行役員  

福島第一廃炉推進カンパニー  

プロジェクトマネジメント室長兼福島本部 
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 理事 

（現在に至る） 

竹内
たけうち

 努
つとむ

  

1967 年 2 月 11 日生 

 

 

1990年 4月 株式会社東芝 入社 

2009年 10月 同社 原子力化学システム設計部 

グループ長 

2014年 1月 同社 原子力化学システム設計部 部長 

2017年 2月 同社 原子力福島復旧・サイクル技術部 

部長 

2020年 4月 東芝エネルギーシステムズ株式会社 

廃止・再処理事業統括 

2020年 6月 同社 

廃止・再処理事業統括 
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    理事 

       （現在に至る） 

 


