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目次・編集方針

見通しに関する注意事項
　本レポートに記載されている当社グループに関する将来の計画・見
通しなどは、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、潜在的な
リスクや不確実性が含まれています。このため、今後の経済情勢や市場
環境の変化、燃料価格の変動、関連する法律や規制の改正など、様々な
要因の変化により、実際の業績や事業環境などが、本レポートの記載と
は異なる可能性があります。

　ほくでんグループレポート2019は、ステークホルダーの皆さ
まにほくでんグループの事業活動、ＣＳＲ・ＥＳＧ活動および財務に
関する情報を、総合的にご報告するレポートとして作成していま
す。
　ほくでんグループが目指す企業像、北海道とともに歩む総合
エネルギー企業の考え方をご紹介するとともに、ＣＳＲ活動につ
いては7つのＣＳＲ行動基準に基づき当社グループの主な取り
組みをご説明しています。ＣＳＲの取り組みについては、関連する
ＳＤＧｓとＥＳＧの観点でもご覧いただけるように整理しています。
　今後ともステークホルダーの皆さまのニーズにお応えすると
ともに、わかりやすく・読みやすいレポートとなることを目指して
まいります。
　皆さまからの忌憚のないご意見・ご感想を当社までお寄せい
ただければ幸いです。

【発 行 時 期】2019年8月
【対 象 期 間】2018年4月1日～2019年3月31日

（上記期間以外の情報についても、一部掲載しています）

【お問い合わせ先】北海道電力株式会社 経営企画室IRグループ
TEL 011-251-1111（代）

■ホームページへのお問い合わせ
「レインボーポスト」
https://www.hepco.co.jp/mailpost/mailpost.html
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トップメッセージ

　皆さまには、平素格別のご高配を賜り、厚くお礼を申しあげます。

　2018年9月の北海道胆振東部地震の発生後、北海道全域が停電となり、北海道民の皆

さまの生活や経済活動に多大な影響を与えることとなりました。あらためてご不便ご迷惑

をお掛けしたことを、深くお詫び申しあげます。

　ほくでんグループは、泊発電所の長期停止や電力自由化の進展に伴う厳しい経営環境

が続くなか、販売活動の強化など収益の拡大に向けた様々な施策を実施するとともに、費

用の削減にも取り組むことで黒字を継続し、この先も安定的に利益を生み出す経営基盤の

構築に取り組んでおります。

　2018年度は、基幹設備となる石狩湾新港発電所と新北本連系設備が運転を開始すると

ともに、経営基盤強化の取り組みの成果を積み上げるなど、将来の成長・発展に向けて、力

強い一歩を踏み出す年となりました。今後も責任あるエネルギー供給の担い手としての役

割を全うし、北海道の持続的発展に尽くしてまいります。

　また、お客さまの声に耳を傾けながら、生活や産業・社会の変化、技術革新を先取りした

取り組みへの挑戦を積極的に進め、国内外での成長投資を進めるなど、総合エネルギー企

業としての基盤を構築していきます。

　ほくでんグループは、グループの総力をあげて、総合エネルギー企業として、さらなる成

長を遂げていくための取り組みを進めていきます。

　ほくでんグループの事業運営に、引き続き一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い

申しあげます。

2019年8月

取締役会長 取締役社長
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経営の目指す姿とその実現に向けて

ほくでんグループの経営理念と目指す企業像
　事業環境が大きく変化するなかでも、北海道の灯りを守り続け、地域の経済やお客さまの暮らしを支えていくこと
が、大きな使命です。
　私たちは、変わらぬ経営理念のもと、目指す企業像をグループ全員で共有し、持続的な企業価値の向上を図って
いきます。

　私たちは、「人間尊重」「地域への寄与」「効率的経営」の経営理念のもと、「地域社会の持続的発展なくしてほくでん
グループの発展はない」と認識し、社会の一員としての責務を確実に果たすとともに、電気を中核とする商品・サービ
スを提供することを通じて、社会経済の発展と文化の創造に寄与します。

ほくでんグループの経営理念

目指す企業像

・ 「ともに輝く明日のために。Light up your future.」をコーポレート・スローガンに掲げ、責任あるエ 
ネルギー供給の担い手としての役割を全うすることで、地域の持続的な発展を支えていきます。

・ 総合エネルギー企業としてさらなる成長と発展を遂げるために、新たな視点を取り込みながら、
果敢にチャレンジしていきます。

・ スピード感や柔軟性のある事業運営を進め、事業基盤をゆるぎないものとし、ステークホルダー
の皆さまのご期待に応えていきます。

経営理念

人間尊重 地域への寄与 効率的経営
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　電力小売における厳しい競争や送配電部門の法的分離に向
けた対応など、事業環境が大きく変化するなか、泊発電所の再
稼働前においても安定して利益を生み出し、財務基盤の強化を
図るとともに、さらなる成長を遂げていくため、ほくでんグルー
プ一体となって各種施策に取り組んでいきます。

■経営基盤の強化
収入拡大に向けた取り組み 
～営業・提案力を駆使して顧客流出に歯止め

　北海道内の電力販売については、料金メニューの充実、ソ
リューションの提案、対面営業の強化など、契約獲得に向けた取
り組みを一層強力に推し進めていきます。また、首都圏での電力
販売を積極的に展開していきます。
　さらに、ガス供給事業にもしっかりと取り組むとともに、グルー
プの総合力を活かしたトータルエネルギーソリューションとし
て、お客さまのエネルギー設備の設置、エネルギーの調達、設備
の運用を一貫して行うエネルギー・サービス・プロバイダ（ＥＳＰ）
事業にも取り組むなど、タイムリーで最適なサービスを提供し、
収益拡大を目指します。

費用低減に向けた取り組み 
～抜本的な費用低減策の成果を積み上げ

　ムダの徹底的な排除、課題の改善に加え、業務の「見える化」
や抜本的な効率化に向けた意識改革を進めるために「カイゼン
活動」を導入し、一層の生産性の向上を持続できる取り組みを定
着させ、泊発電所の再稼働前でも安定した利益を生み出せる経
営体質の構築を進めています。

■泊発電所の早期再稼働と安全性向上
　泊発電所の早期再稼働の実現に向けて、新規制基準適合性
審査への対応を進めています。原子力規制委員会の理解を得ら
れるよう、引き続き総力を挙げて取り組んでいきます。
　また、新規制基準への適合はもとより、「世界最高水準の安全性

（エクセレンス）」を目指し、不断の努力を重ねていきます。

■北海道胆振東部地震の経験を活かした電力の安定供給確保
　大規模停電の再発防止に向けて、電力広域的運営推進機関
や国、当社の検証を踏まえて策定した「アクションプラン」に基づ
き、取り組みを確実かつ的確に実践していきます。そして、

『ほくでんグループの総力を結集し、グループの企業価値の向上、 
北海道の発展のために誠心誠意、全力で努力する』

ＰＤＣＡサイクルを継続し、お客さまに安全・安心に電気をお使い
いただくとの決意を持って、災害に強い電力供給体制を構築し
ていきます。
　昨年度に運転開始した石狩湾新港発電所や新北本連系設備
を活用しながら、引き続き、電力の安定供給の確保および信頼
度の向上に取り組んでいきます。また、発電・流通設備の保全に
あたっては、適切なリスク管理により、安定供給と低コスト化の
両立を図り、電気事業者としての使命を全うしていきます。

■送配電部門の分社化への対応
　送配電部門の分社化については、2020年4月1日の「北海道
電力ネットワーク株式会社」の設置に向け、事業承継の手続きを
進めていきます。引き続きグループ全体の企業価値の持続的な
向上を目指していきます。

■変革にチャレンジし結果と成果を出す
　ＥＳＧの広がりなどを踏まえ、国内外での水力、陸上・洋上風力
など、再生可能エネルギー発電事業への参画について検討を進
めており、事業性を見極めながら、収益拡大のみならず低炭素社
会の実現に寄与していきたいと考えています。
　当社はこれからも、お客さまに信頼され、お選びいただけるよ
う取り組んでいくとともに、「責任あるエネルギー供給の担い手」
としての役割を全うし、北海道の持続的な発展に尽くしていく、
次世代の総合エネルギー企業として、全力でチャレンジしてまい

ります。

取締役社長　　藤井  裕
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自然

観光

広大さ

産業

当社の事業基盤「北海道」

当社は1951年の設立以来この北海道に
根ざし、雄大な環境のなかで事業を展
開してまいりました。大いなる恵みと、
時には試練をもたらすこの北の大地の
発展とともに、当社も成長してまいりま
す。

当社の事業基盤

『北海道』



　　　　　　　　

関東地方
4,351万人

中部地方
2,153万人

近畿地方
2,255万人

中国地方
739万人

四国地方
384万人

九州・沖縄地方
1,449万人

東北地方
884万人

北海道
530万人

日本の地域別人口
出典：住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数
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★
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★
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世界自然遺産
自然公園区域
ラムサール条約登録湿地

出典：北海道観光生活部環境局自然環境課北海道の国立・国定公園

北海道からの食品輸出額
出典：北海道の農畜産物の輸出に関する現状と課題

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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外国人宿泊客数（延べ人数）
出典：北海道観光入込客数調査報告書

2012 2013 2014 2015 2016 2017

（千人泊）
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6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0
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3,688

4,701

6,161
6,352

7,572

面積：

83,457㎢
（日本国土の約22％）

人口：

530万人
(2019年1月1日現在)

多様な生物を育む
湿地の保全を目的
としたラムサール
条約の登録地：

13箇所

アジア地域
を中心に、
高水準を
維持

5年前から

3倍増
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景観に富んだ自然と、
多様な動植物の存在
　北海道には世界遺産に指定された知床をはじ
め、多くの国立公園・国定公園があります。また、こ
うした豊かな自然と四季に囲まれ、北海道でしか
見ることのできない多様な動植物が生息してい
ます。

豊富な農林水産資源を基盤とした
日本有数の「食」の生産地
　北海道ではその広大な土地を活かした稲作・
畑作・酪農が営まれており、また周囲を日本海、オ
ホーツク海、太平洋に囲まれていることから、水産
資源も豊富です。食関連産業の集積も進んでお
り、生産・加工された食品は「北海道ブランド」とし
て海外に輸出されています。

雄大で変化に富んだ自然を活かした
観光産業の進展
　「大自然」「雪」「グルメ」を求めて、国内だけでな
く多くの外国人観光客が北海道を訪れています。
特に冬の雪はパウダースノーになりやすいと言
われ、世界中のスキーヤー・スノーボーダーがニ
セコエリアなどに集まるなど、主要な観光資源と
なっています。

日本の国土の5分の1以上を
占める広大な大地
　都道府県の中で北海道は最も広く、オーストリ
ア1国の面積に相当します。当社はこの北海道に
住むお客さまの生活や産業のため、送電線8千
km、変電所372箇所、配電線6万8千kmの電力
供給体制を敷いています(2019年3月末現在)。
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　当期に帰属する優先配当額を差し引いて算定しています。
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販売電力量の推移
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発受電電力量の推移
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北海道内の系統への風力・太陽光発電の連系量

2014201320122011 2015 2016 2017 2018

（万kW）
250

200

150

100

50

0
（年度）

風力発電　　　　太陽光発電

133

29

6

32

61

35
45

181

10

35

97
115

29 32 32 39

152

237

2019年3月末時点の当社への接続申込量※
※系統側蓄電池による風力発電募集分を含まない。

お客さま一戸当たりの年間停電時間・回数の推移
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労働災害度数率の推移
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ことで、災害の発生頻度を表す。
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東日本大震災（2011年）以降、泊発電所が順次
停止したことにより火力発電量が大幅に増加

電気事業全体で達成を目指す目標値
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（年度）※CO₂クレジット等調整後の値

スマートメーター設置台数の推移

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

（万台）
400

320

240

160

80

0
（年度）

設置台数　　　　設置台数累計

※2019年度以降は計画値

29
29

77

126

173

213

253

293

333

373

48 47 40 40 40 40 4049

2023年度末までに、北海道エリア内のすべての
お客さまへの設置が完了する予定です。

8

HOKUDEN Group Report 2019



400
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2019

340
（見通し）

2020

（億円）

（年度）

次のステージへ
ステップアップ

※2：東日本大震災前（2009～2010年度平均）を上回る水準※1：小売全面自由化後（2016～2017年度平均）を上回る水準
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200

100

0
2016

126

2017

194

2018

301

（億円）
2016年4月以降
小売全面自由化 東日本大震災前

【昨年度の経営目標】
2018～20年度平均
160億円/年以上※1

連結経常利益の推移と新たな経営目標

（年度）

【新たな経営目標】
230億円/年以上

※2
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2019 年度以降の新たな経営目標

ほくでんグループが目指す姿

　ほくでんグループは、｢2018～2020年度3ヵ年の利益につ
いて、平均で小売全面自由化後の実績（2016～2017年度平均
160億円程度）を上回る水準を目指す｣との経営目標を掲げ、競
争力の向上や収支改善などによる経営基盤の強化に重点的に
取り組んできました。
　2018年度の連結経常利益については、胆振東部地震に伴う
石油火力発電所等の焚き増しはありましたが、水力発電量の増
加に加え、経営基盤強化推進委員会のもとでのさらなる効率化・

コストダウンの成果上積みなどにより、前年度に比べ107億円
増加の301億円となりました。
　2019年度以降の経営目標については、厳しい経営環境下に
おいて、経営基盤強化の取り組みにより収入の拡大と費用の低
減を進め、自己資本の回復や競争力の向上を図っていくことを
念頭に、次なるステップとして連結ベースで東日本大震災前2ヵ
年の実績である経常利益230億円/年を上回る水準を目指しま
す。



［重点的に取り組む項目］

【事業環境の変化】

﹇
事
業
の
状
況
﹈

﹇
市
場
・
社
会
な
ど
外
部
の
状
況
﹈

設備の経年化の進展

東日本大震災後の収支悪化

大規模停電を踏まえた対応

泊発電所の長期停止

温暖化対策・
再エネ拡大の要請

AI・IoTなどの
技術革新

「電気＋ソリューション」
営業のニーズの高まり

電力市場の成熟
小売自由化による
競争激化

北海道外・海外
への事業拡大

再エネ事業の
さらなる展開

新技術を活用した
新たな収益源の確保

電力小売の営業
強化、競争力向上

電力・ガス＋αの
トータルエネルギー
ソリューションの展開

道内ガス供給
LNG供給を
早期に1万t
都市ガス事業
参入の検討

首都圏小売
2021年度10万kW

再エネ発電事業
国内外で
積極的に展開

道内電力小売
営業活動による
収益拡大

﹇
施
策
の
方
向
性
﹈

経
営
基
盤
の
強
化

【成長に向けた戦略】

お客さまが必要とする
価値を提供

「ほくでんブランド」の
創造・活用

グループ各社の
得意分野や、AI・IoT
など新技術の活用

様々なサービスの
総合提案

費用低減に向けた取り組み

収入拡大に向けた取り組み

泊発電所の早期再稼働と安全性向上

電力の安定供給に向けた取り組み
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2019 年度の重点取り組み事項
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　内外の事業環境が大きく変化するなか、泊発電所の再稼働前においても安定して利益を生み出し、財務基盤の強化を図るとともに、さらな
る成長を遂げていくため、グループ一体となって中長期を見据え、以下の取り組みを進めていきます。



既存事業における強みを生かし、今後成長が見込
まれる分野への進出や、地域・お客さまの課題解
決に向けた新たな事業を展開していきます。

グループの強みを活かし、積極的な事業
領域拡大を図るとともに、相乗効果によ
り収益の最大化を目指します。

首都圏での
電力販売

ガス
供給事業 トータルエネルギー

ソリューション

再エネ
発電事業

新技術導入に向けた
研究開発

グループが
保有する強み

多様なアセット

技術力
提案力

顧客基盤
ブランド

道外・海外への
事業エリアの拡大

地域創生に資する
事業領域の拡大

さらなる取り組み

総合エネルギー企業

相乗効果

事業領域の拡大に向けたイメージ
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総合エネルギー企業として成長します。

　北海道での電気事業で培った技術力・提案力や様々な設備・
顧客基盤などを活用し、積極的に事業領域の拡大に取り組み、総
合エネルギー企業として成長を遂げていきます。



既存事業における強みを生かし、今後成長が見込
まれる分野への進出や、地域・お客さまの課題解
決に向けた新たな事業を展開していきます。

グループの強みを活かし、積極的な事業
領域拡大を図るとともに、相乗効果によ
り収益の最大化を目指します。

首都圏での
電力販売

ガス
供給事業

トータルエネルギー
ソリューション

再エネ
発電事業

新技術導入に向けた
研究開発

グループが
保有する強み

多様なアセット

技術力
提案力

顧客基盤
ブランド

道外・海外への
事業エリアの拡大

地域創生に資する
事業領域の拡大

さらなる取り組み

総合エネルギー企業

相乗効果

事業領域の拡大に向けたイメージ

首都圏での
電力販売

福島天然ガス
発電所（LNG）

再エネ発電事業
・ 風力
・ バイオマス
・ 太陽光
・ 水力

トータルエネルギーソリューション
・ ＥＳＰ事業
・ ＢＣＰ対策（蓄電池・ＥＶ）
・ エネルギーマネジメントシステム
・ ＬＮＧ販売

・ ドローン活用サービス
・ 次世代地域交通プロジェクト、
  ＥＶスタンド向けIoTプラットフォーム
・ 分散型エネルギーリソースの活用
・ 地域特性に合わせた新たなエネルギーモデル
・ エネルギーの地産地消
・ ホームIoTサービス
・ 地域との共創・共働（オープンラボ）
・ オープンイノベーションの推進

新技術導入に向けた研究開発

ガス供給事業

～ ～ ～
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※詳細はP15～18に記載しています。

事業領域拡大のイメージマップ
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電力小売の営業強化、競争力向上
当社が創業以来持ち続けている「北海道の皆さまに明るく快適な北国の暮らしをご提供し、北海道の将来の発展に全力で貢献したい」
との思いを込めて、2019年6月よりスローガン「ゼンリョク宣言 ほくでん」のもと、様々なプロモーションを行っています。
このスローガンを用いて、総合エネルギー企業としてのさらなる成長・発展に向けた取り組みを進めてまいります。

北海道の暮らしやビジネスのあらゆるシーンでお役に立ちたい。
お客さまに寄り添いながら、ご期待の一歩先へ。

総合エネルギー企業として

高圧・特別高圧分野
　他社への契約切替は2018年度末に歯止めがかかり、当社シェ
アは回復傾向にあります。
　2019年度はアカウント対応強化やエネルギーソリューションに
よるお客さまとの関係強化に努め、価格以外で提供できる付加価
値の拡充により、この傾向を継続してまいります。

付加価値の具体例

「カーボンFプラン」
　当社が保有する再生可能エネルギー（水力・地熱・太陽光）の環
境価値を活用することで、使用する電気のCO2排出量をゼロにす
ることができます。
　ご契約の電力量料金に環境価値分の価格を加算させていただ
きます。
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低圧分野
　契約を切り替えられたお客さまにも改めて当社を選択いただくとともに、当社からの契約切替に歯止めをかけるため、訪問やイベント等
による対面営業を通じて、多様なお客さまのニーズに応えるための最適な料金プランのご提案や、様々な付加価値サービスのご提供な
ど、営業活動をゼンリョクで推進していきます。

毎月の電気料金が 14,000円以上(ご使用量400kWh以上) のお客さまにおすすめ エネとくLプラン

毎月の電気料金が 8,000円以上(ご使用量250～400kWh程度) のお客さまにおすすめ エネとくMプラン

動力機器のご使用や稼働が少ない お客さまにおすすめ（2019年7月～） エネとく動力プラン

30アンペア以上 でご契約のお客さまにおすすめ Web・eプラス

スマート電化住宅 にお住まいのお客さまにおすすめ ｅタイム３プラス

エアコンをお持ち のお客さまにおすすめ エネとくシーズンプラス

会員制Webサービス 「ほくでんエネモール」

ポイント交換先を充実、会員数
13万件を突破。

快適な暮らし 「スマート電化」のご提案

ヒートポンプ機器、
IH ク ッ キ ン グ ヒ ー
ター等、省エネ・快
適な暮らしのご提案。

ほくでんスマートライフプロジェクト 「エネモLIFE」

AIやIoTを活用した省エネ、安心・快適な暮らしの提供。

①ホームIoTサービス
住宅内の温湿度等の確認や家電の遠隔操作な
ど、デジタル技術を活用して家庭内のあらゆ
るものをインターネットに接続し、遠隔・自
動制御を可能とするサービスです。

②エネモがミマモ GPS BoT
専用端末が現在位置情報や移動履歴を把握す
ることで、離れた場所からでもお手持ちのス
マートフォンを通じ、正確かつリアルタイム
に専用端末をお持ちの方を見守ることができ
るサービスです。

豊富な料金プランのご提供

暮らしに役立つサービスのご提供

©1976, 2019 SANRIO CO.,LTD.　APPROVAL NO.G601543



電気・ガスの
供給ご契約

設計・施工、
メンテナンス、

エネルギーマネジメント
等の一括提供

機器販売
リース

電気の
販売

ガスの
販売

省エネ
診断

エネルギー
マネジメント

運転
保守

設計
施工

ESP事業などの
トータルエネルギー
ソリューション

インターネット

テナント等のエネルギー使用量を
集計し表示

電力メーター

ガスメーター

水道メーター

電力メーター

ガスメーター

水道メーター
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総合エネルギー企業として

ほくでんグループからご提供するサービス

ESP※事業　※Energy Service Provider

　エネルギー関連設備の提供や、エネルギーの調達、運転・保
守、最適エネルギー管理などを一括でご提供するサービスで
す。
　お客さまには、初期投資のご負担なく、エネルギーサービ
ス料金をお支払いいただきます。

エネルギーマネジメントシステム
　建物内で使用される電気・ガスなどのエネルギーについて
ICTを活用し、管理、制御、運用することでエネルギーコストや
メンテナンスの低減を図るシステムのご提案、販売、施工を
行います。

エネルギー診断
　官公庁や法人のお客さまを対象に、省エネルギーや地
球温暖化対策に関連する各種診断業務や調査・検討業務
を行います。
　また、国が認証するＪ－クレジット制度について、国から
支援機関としての役割を受託しており、お客さまの制度申
請手続きをサポートすることができます。本制度の活用を
通じ、省エネ設備の導入によるランニングコストの低減、ク
レジットの売却による設備投資費用の低減等をお手伝い
しています。
※Ｊ－クレジット制度：省エネルギー設備の導入等による温室効果ガスの排出削減量や

吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

電気機械設備の設計・施工・保守
　オフィスビルや商業施設、工場等、様々なお客さまの快
適な環境づくりのために必要な水・空気・熱の供給につい
て、高い技術力を活用し、設計か
ら施工、保守まで省エネルギーに
優れたシステムをご提供します。

当社設備をお客さまの敷地内に設置

コージェネレーション
システム

電力の受変電
サービス

太陽光発電の
導入

蒸気 冷・温水電気

お客さま

ほくでん
グループ

　ほくでんグループ各社が持つスキルやノウハウを結集し、お客
さまの現場で、エネルギーの調達や設備の設計・施工・保守、省エ
ネに役立つサービスの提供など、様々なニーズにお応えできるよ
う、トータルエネルギーソリューションを展開していきます。

トータルエネルギーソリューション

事業領域の拡大

高効率冷凍機

サーモグラフィを活用した配管の熱漏れ診断



16

HOKUDEN Group Report 2019

　エア・ウォーター株式会社および岩谷産業株式会社との業務
提携のもと、当面の目標である販売量年間1万ｔの早期達成を目
指し、石狩湾新港発電所向けに調達したLNG（液化天然ガス）の
販売活動を進めていきます。
　工場などで燃料転換等を検討されている新規のお客さまや、
重油などの燃料を比較的多く利用されているお客さまに、環境
にやさしいＬＮＧへの切り替えと、それに合わせたソリューション
提案をセットにすることで、コスト面や省エネなどのメリットを提
案していきます。
　ＬＮＧ導入済みのお客さまについても、当社ＬＮＧ供給事業の
開始について周知を図っており、更新需要の拡大にも取り組ん
でいます。
　また、次のステージとして、ガス導管を通じた都市ガス販売や
電気とガスのセット販売について、検討を深めていきます。

　当社は、地域の貴重な資源である再生可能エネルギー（再エ
ネ）の導入拡大と電力品質の維持との両立に向けて、様々な取り
組みを進めています。この結果、水力を含む再エネの連系量は、
北海道エリアの年間の平均電力約360万kWを上回る規模と
なっています。
　また、未利用の水力エネルギーを有効活用する水力発電の開
発・出力アップ、下川町で運転を開始した木質バイオマス熱電併
給プラントによる発電事業参画などを進めています。
　さらに、国内外での水力、陸上・洋上風力などの再エネ発電事
業への参画についても検討を進めており、事業性を見極めなが
ら、収益拡大のみならず低炭素社会の実現に寄与していきたいと
考えています。

　首都圏での電力販売では、2021年度に契約電力10万kW
獲得の目標に向け販売活動を積極的に展開しており、現在3万
kWを超える契約を高圧・特別高圧で受電するお客さまからい
ただいています。また、今後に向け低圧家庭用市場への参入も
検討しています。
　2020年には当社が参画している
福島天然ガス発電所（当社持分：10万
kW）が運転開始となるため、この電
源を活用し、卸販売も含めたさらなる
収益拡大を図っていきます。

ガス供給事業

首都圏での電力販売

再生可能エネルギー発電事業

石狩LNG基地のLNGタンクとLNG供給向けタンクローリー

福島天然ガス発電所の建設状況（2019年4月現在）

下川町におけるバイオマス発電事業

ペレット



既存電力網

発電所

発電所

需要家

需要家
機器

太陽光
発電 EV 蓄電池

再生可能エネルギー

エネルギーの
地産地消分散型リソース

補完

補完

太陽光 風力 バイオマス
水素エネルギー

送配電網

監視、運転・充放電制御

分散型リソースを
活用した調整力の提供

VPP用
プラットフォーム
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事業領域の拡大

1 新たな時代の安定供給 ・VPP・DR※による分散型エネルギーリソースの有効活用
・小規模分散型電源・エネルギー地産地消への対応

2 新たな価値を備えた 
　 エネルギーサービス

・ほくでんグループ独自の北海道らしい「省エネ・安心・快適｣につながる 
エネルギーサービスの展開

3 地域社会との協働・共生
・地域特性に合わせた新たなエネルギーモデルへの共創
・オープンラボなどを通じた地域の産学との連携
・オープンイノベーションの推進

4 デジタル化技術の活用 ・新たなビジネスモデルやサービスを実現するための 
デジタルプラットフォームの整備

　新たな電力システムやサービスモデルの構築に向けた研究開発を進め、費用低減や新規事業につなげていきます。

　分散型エネルギーリソースを活用した
「効率化」と電力系統の「信頼性」をバラン
スさせた新たな電力システムの研究に取り
組んでいます。

研究領域：EMS※用プラットフォーム、家電の遠
隔制御、需要の予測・測定、気象データの活用、
スマートメーター など
※EMS（エネルギー・マネジメント・システム）：IT技術を活用し

てエネルギーの使用状況を「見える化」し、コントロールする
システム

総合エネルギー企業として

新技術導入に向けた研究開発

分散型エネルギーリソースを活用した新たな電力システム

“ＩｏＴやＡＩ”などを活用した付加価値の高いエネルギーサービス

研究強化
領　域

　これまで培ってきた“電気”を通じた、お客
さまへの省エネや安心・快適な暮らしのご
提案に加え、“ＩｏＴやＡＩ”などを活用した付加
価値の高いサービスの検討を行っていま
す。

研究領域：EMS用プラットフォーム、家電の遠隔制
御、需要の予測・測定、気象データの活用、スマート
メーター など

対象規模に応じた
サービス展開

小売、店舗

ビル

工場

太陽光発電

電気自動車
（EV）

使用量予測・推定

ガスメーター

水道メーター

積雪センサー

灯油残量

火災・ガス警報器

気象データ

エネルギー価格

HEMS

電力量
メーター
（SM）

ヒート
ポンプ
給湯器 蓄電池見守り

ロードヒーティング

予測・分析・制御

ガス・灯油・水道・積雪量など

家電の遠隔制御

EMS用
プラットフォーム

※VPP（Virtual Power Plant）：発電設備・蓄電設備および需要家側のエネルギーリソースを制御することで、発電所と同等の機能を提供すること
　DR（Demand Response）：需要家側のエネルギーリソースを制御することで、電力需要パターンを変化させること
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　地域の課題に対応したドローン活用サービスの
提供を目指しています。ドローン撮影画像を使って
各種測量（距離・面積・体積など）がクラウド上で行え
るサービスのモニター実証を行い、お客さまのニー
ズの把握に取り組んでいます。
※（株）スカイマティクスと連携

研究領域 ：ドローン など

　ＩoTとブロックチェーンの活用により、各
地に点在する様々な仕様のEVスタンドを、
セキュリティを確保しながらインターネッ
トでつなぎ、EVスタンドのオーナーおよび
ユーザーの利便性向上を図る各種サービ
スの提供を行うプラットフォームの構築を
検討しています。
※（株）INDETAILと連携

研究領域：EVスタンド向けIoTプラットフォーム、
IｏT、ブロックチェーンなど

　少子高齢化・過疎化による交通インフラの衰退
と、エネルギーコスト増加による地域経済の衰退と
いう課題に対し、電気自動車(EV)・再生可能エネル
ギー・ブロックチェーンを用いた、次世代地域交通プ
ラットフォームを構築することで、新たな移送手段・
地域活性化・エコ社会の実現を目指し検討していま
す。
※（株）INDETAILとTIS（株）が共同で実施している「ISOU
　PROJECT」に参画

研究領域：ブロックチェーン、再生可能エネルギー、電気自動
車（EV）、地域通貨 など

地域ニーズに寄り添ったドローン活用サービス

地域特性に合わせた次世代地域交通(ISOU）プラットフォーム構築

ＥＶスタンド利用・運営の利便性向上を図る EVスタンド向け IoTプラットフォーム構築

クラウド内

お客さま
ドローン空撮データ

短時間かつ自動的に画像データを作成・保管

※高低差などによって発生する位置ズレを修正した画像

いつでもPC上で距離、
面積などの情報を任
意に計測・確認可能

災害に備え
て事前に地
形を把握し
たい

農地が平ら
に整備され
ているか確
認したい

オルソ画像※ 等高線画像 三次元画像

地域住民（ユーザー）

市街地等施設

プラットフォーム

ＥＶ車への電力供給

プラットフォーム

ISOUプラットフォームから
の各種データモニタリング

管理者

送電

充電装置

配車
指示

乗車申込
（スマホや固定電話から）

予想到着時間連絡
（スマホや固定電話から）

乗車時に仮想通貨
（ISOUコイン）を
利用

Touch!Touch!

【店舗】 【病院】 【役場等】

各施設で仮想通貨
（ISOUコイン）を
各媒体にチャージ

EV車

charge!

＋

オーナー
（企業・自治体・個人） ユーザー

オーナーのメリット
■運営の利便性向上
・自動決済処理
・稼働状況の確認
・柔軟な料金設定

など

ユーザーのメリット
■充電時の利便性向上
・Webからの利用予約
・Webからの設置場所確認
・Webからの空き状況確認

など

EVスタンド向けIoT
プラットフォーム

×EVスタンド
（ IoT ）

ブロック
チェーン

様々な仕様のEVスタンドを、
アダプタによりIoT機器化 EVスタンド

EVスタンド アダプタ

充電サービスの
提供

EV等への
充電

入金 充電
利用料の
支払い



19

費用低減に向けた取り組み

　経営基盤強化推進委員会のもと、2018年度においては279億円の効率化・コスト低減の成果を達成することができました。今後も、利
益の創出に向けた方策を強力に推進していきます。

抜本的な効率化・コスト低減に向けた取り組み

費用低減策の例

経営基盤強化推進委員会を通じた効率化・コスト低減

経営基盤強化
推進委員会
(委員長：社長)

対象領域

抜本的な効率化･コスト低減 収入拡大

業務や仕様の見直しによる
単価・量の低減

資機材調達
(調達検討委員会)

小売事業・
小売事業以外

主な取り組み

・点検周期見直しなど「量の低減」や、委託仕様・調達
品のスペックの見直しなど「単価低減」による抜本的
なコスト低減

・基本的な業務・仕様の見直し手法としてのカイゼン
活動の導入

・業務効率化による本社要員5,000人体制の構築

・全社的な資材調達
方針の検討

・大型個別案件に関
する調達方法検討

・電力小売における
販売戦略の立案、具
体方策の展開

・再エネ発電事業や
新規事業等の検討

取替時期の延伸等の効率化

　様々な工夫により設備の取替時期を延伸する等、健全
性維持と低コスト化の両立を図っています。

これまでのルールや発想にとらわれない抜本的な効率化・コスト低減や 
収入拡大策の検討、実施

横断的な検討が必要な課題への対応(グループ大での事業の選択と集中や 
人員配置の最適化等)

電柱への補強板の取り付けに
よる延命化

地中管路の再利用

補強板

管路の内部をエポキシ
樹脂等で補修

課題対応の方向性を決定 各部門の成果を集約

発電所の定期検査等の短縮

　カイゼン活動から得られた知見も活用し、検査に要す
る工期の短縮による代替燃料費等の低減を図ります。

苫東厚真発電所における定期検査の短縮の例

現地施工の
省力化

極力工場で溶接
し、現地搬入する
ことで組立期間を
短縮

作業員の
動線確保

ボイラー内へのア
クセスを確保する
大型開口部を設
置

作業工法の
再検討

天井部に搬出入
用のモノレールを
設置し、大型設備
の移動を容易に

38日（25％）の工期短縮と約28億円の費用低減を実現

経営基盤の強化



新技術・新工法の導入で工期短縮
　石狩湾新港発電所１号機新設工事における土木工事の取り組みが、2018年度土木学会技術賞を
受賞しました。この賞は、土木技術の発展に顕著な貢献をし、社会の発展に寄与したと認められる画期
的なプロジェクトに対して授与されるものです。
　発電所の放水設備は、蒸気タービンを回転させた蒸気を冷却させるために用いた海水を海に戻す
ためのものですが、その設置工事は冬季間の積雪、強風、海象の悪化などで実施時期に制約があり、
かつ、主要な工事が海底下で行われる難工事でもありましたが、新技術や新工法の導入などに積極的
に取り組んだことで、従来工法では５年かかるところ、３年に短縮できました。

【新技術・新工法の具体例 】
・沖合側の工事で足場を設けずすべて作業船上で実施（国内初）
・海底の地盤を凍結させるために自然冷媒のみを使用する工法を用い、環境負荷も低減（世界初）
・放水路立坑工事で継ぎ手が完全ボルトレスとなる材料を使用（国内初）

新たな業務の標準新たな業務の標準

真因の追究
（根本原因）

業務の現状把握

カイゼンする

カイゼンのサイクル（イメージ）

問題点・ムダの
顕在化

スタート

（現状業務の見える化）
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　2018年12月に、カイゼン活動を推進する専任体制を構築し、業務の「見える化」や抜本的な効率化に向けた意識改革を進め、一層の生
産性向上を実現していきます。

カイゼン活動の取り組み

事例 1 事例 2

事例 3

原子力放射線管理業務
カイゼンプロジェクト

変電機器点検業務
カイゼンプロジェクト

再生可能エネルギー固定価格買取
制度における受付業務
カイゼンプロジェクト

　放射線管理区域からの物品搬出に際して、検査の品質を落
とすことなく、安全性の確保と効率性を追求する取り組みを
実施しています。

　変電機器を点検するために必要な作業カードに添付する資
料の見直しによる事前準備作業の効率化に取り組んでいます。

　申込書の様式変更等により、事業者さまからのお申込み受
付の迅速化や社内手続きの効率化に取り組んでいます。

新工法による放水口工事の様子

原子力放射線管理業務カイゼンの様子



敷地敷地
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重点的に取り組む項目

泊発電所の早期再稼働と安全性向上に向けた取り組み

　福島第一原子力発電所事故や北海道胆振東部地震などの自然災害から得られた教訓・経験等を学び取り、研究組織・第三者機関およ
び地域の皆さまやお客さまからのご意見等を反映しながら、リスク情報を収集・評価・活用し、組織として自らの活動を厳しく評価・改善し
続け「世界最高水準の安全性（エクセレンス）」に向かって不断の努力を重ねることにより、皆さまから信頼していただける発電所を目指し
てまいります。

泊発電所の安全性向上に向けて

　火力発電所の経年化が進むなか、北海道内における電力の安定供給を確保しつつ、競争力のある電源構成を早期に実現して低廉
な電気をお届けするために、安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働が必要と考えており、新規制基準適合性審査への対応
を引き続き進めてまいります。

　安全最優先の価値観の共有に向け、経営トップが発電所を訪問し、発電所員・協力会社員との懇談や会
議におけるメッセージを通じて、安全最優先が経営課題の根幹であるという意識を浸透させるための活動
を強力に展開しており、2019年度においても活動を継続していきます。

　重大事故発生時の対応をより確実なものとするために、必要な各種
訓練を計画的に実施し、対応能力の維持・向上を図っています。
　泊発電所員を火力発電所や再稼働を果たしている原子力発電所に
派遣し、運転ノウハウ・保修経験等を通じて、泊発電所の再稼働に向け
た知見の拡充および力量向上を図るための活動を行っています。

　後志管内20市町村において「ほくでんエネルギーキャラバン」を開催し、泊発電所の安全対策等のほか、
エネルギーミックスの必要性や再生可能エネルギーの導入状況など、エネルギーに関する様々な情報を
お知らせしており、2019年度も引き続き、 Face to Face によるコミュニケーション活動に取り組んでい
きます。

泊発電所での社長訓示・意見交換

原子力防災訓練の継続的な実施 火力発電所での研修

コミュニケーション活動

安全最優先の価値観の共有

泊発電所員の力量向上・技術力維持

コミュニケーション活動強化

防潮堤については液状化対策を検討しています。

防火帯長さ約２,120ｍ配備
発電所周辺での森林火災が発電所構内に燃え広が
らないよう、「防火帯」を整備しています。

屋外に非常用電源を１４台配備
万が一、発電所内で非常用電源が失われた場合に備
え、「代替非常用発電機（常設）」、「可搬型代替電源車
（可搬）」あわせて14台を配備。

送水ポンプ車を14台配備
水を供給する常設の各種ポンプが使用不能となった
場合に備え、「可搬型送水ポンプ車」14台を配備。

防潮堤高さ 海抜１６.5ｍ
泊発電所の敷地が浸水しないよう、全長約1,250ｍの
「防潮堤」を設置しています。

外部電源の受電
ルートの多重化

2号機

1号機

集水桝

シルトフェンスイメージ図

緊急時対策所

可搬型
代替電源車

代替非常用
発電機

送水ポンプ車

放水砲

後備変圧器の
設置

緊急時対応センター
の設置

3号機



※1 重大事故などの対策に関する基本的な設計方針および対策の有効性評価
※2 原子炉設置変更許可に基づく、重大事故などの対策に必要な設備などの詳細な設計内容（例えばポンプの仕様や台数）
※3 重大事故などの対策に関する体制および設備の運転・管理の手順など

再稼働

2013年
7月

新
規
制
基
準
施
行

2013年7月

原子炉設置
変更許可申請 ※1

工事計画
認可申請 ※2

保安規定
変更認可申請 ※3

原子炉設置
変更許可

工事計画
認 可

保安規定
変更認可

使用前
検 査

審査会合

2013年7月～

〈審査会合〉
（2019年
7月1日現在）

現 在

3号機
合計96回
1、2号機
合計56回

新たに追加の調査を実施し、得られたデー
タに基づいて詳細な検討を行い、敷地内断
層の活動性評価を進めています

仮定した活断層の地震動評価を
進めています

防潮堤について、岩着支持構造に設計変更
し検討を進めています

防波堤の移動や沈下に関する解析や水理
模型実験の結果を用いて、発電所設備への
影響評価を進めています

基準地震動・
基準津波の
確定

原
子
炉
設
置
変
更
許
可

課　題 対応状況

最優先に対応中

発電所敷地内断層の活動性評価1

積丹半島北西沖に仮定した
活断層による地震動評価

2

地震による防潮堤地盤の
液状化の影響評価

3

津波により防波堤が損傷した場合
の発電所設備への影響評価

4

地震･津波の
審査
1 2

プラント施設の審査
3 4
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　安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働に向け、新規制基準適合性審査の適合に必要な安全対策工事とともに、原子力規制委
員会による審査への対応を進めています。
　現在、「発電所敷地内断層の活動性評価」を最優先課題に位置付け、残る課題の「積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価」

「地震による防潮堤地盤の液状化の影響評価」「津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価」などについても対応を進
めています。

新規制基準適合性審査への対応状況について

新規制基準適合審査の流れ

主な課題への対応状況
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重点的に取り組む項目

　2018年9月6日の胆振東部地震の影響から離島を除く北海道全域にわたる停電が発生し、お客さまには大変なご不便をおかけしました。
　電力広域的運営機関の検証委員会から示された対策などを踏まえ、社内検証委員会（社外委員３名含む）において、「アクションプラン」を
策定いたしました。
　当社は、今後、この「アクションプラン」を実践するとともに、その進捗状況などを検証し、その結果を四半期ごとに北海道の皆さまに公表
してまいります。

胆振東部地震に伴う大停電を踏まえた対応

電力の安定供給に向けた取り組み

電力広域的運営推進機関の検証委員会の検証報告を踏まえた取り組み

情報発信・事故復旧対応など4項目に関する「アクションプラン」の概要

当面の再発防止策

● 緊急時のUFR（周波数低下リレー）による負荷遮断量の追
加など、2018年度冬季における当面の再発防止策7項目
について実施済み

● ブラックスタートに関する対策　等

停電発生時の対応

● ブラックアウトを想定した全体訓練を実施
● 石狩低地東縁断層帯地震などに対応した事業継続計画を

検討　等

情報発信

● ホームページへのアクセス集中に対応
● 停電情報システムプログラムの改修
● 大規模停電時における情報発信の内容を整理
● 大規模停電時において道内滞在の外国人に向け英語・中

国語などによる発信　等

中長期対策

● UFR整定の見直し
● 最大規模発電所発電機の運用に関する措置
● 北本連系設備のさらなる増強案への協力・検討　等

関係機関との連携

● 北海道・自治体への連絡体制強化
● 情報発信に関する対策本部の運営見直し
● 土砂崩れ箇所への立ち入りを進めていくため、北海道開

発局との情報連携に関する体制を強化　等

事故復旧対応

● 電力各社からの応援車両の受入体制を整備
● 他電力への応援派遣の準備体制を整理
● 道路が寸断された場合に設備被害状況を早期に確認する

ため、ヘリコプターやドローンを活用
● 長時間復旧作業や広域応援に対する後方支援の拡充に向

け、関係機関と防災協定を締結　等

第１回アクションプラン確認委員会の状況（2019年4月16日実施）  北海道全域停電からの復旧に向けた訓練（2019年2月21日実施） 



北斗変換所

変電所

※電源開発㈱所有

変換所

青函トンネル

今別変換所

既設ルート
60万kW

新ルート
30万kW

24

HOKUDEN Group Report 2019

　2019年2月に北海道初のLNG(液化天然ガス)コンバインド
サイクル火力である石狩湾新港発電所1号機が営業運転を開始
しました。発電効率が高く、環境特性に優れた電源であり、既設
火力発電設備の経年化へ対応するとともに、燃料種の多様化や
電源の分散化に寄与します。

　経年化が進む発電・流通設
備において、リスク管理の精度
を向上させるとともに、新たな
知見・新技術を活用するなどし
て、効率的な設備保全を進め
ます。

　北海道と本州を結ぶ既設の北本連系設備(60万kW：電源開発(株)所有)に加
え、2019年3月に新たなルートによる30万kWの連系設備｢新北本連系設備
(新北本)｣の運転を開始しました。

新北本による効果
●発電所の緊急停止リスクへ対応でき
るなど、安定供給確保への貢献

●北海道内の再生可能エネルギーの導
入拡大や電力取引の活性化への貢献

直流送電設備としては「自励式変換器※」を国内で初めて採用し、電力系統を一
層安定的に運用できます。
※交流系統の電源が無くても、交流と直流の電力変換が可能

石狩湾新港発電所の建設

北本連系設備の増強

効率的な設備形成・保全

石狩湾新港発電所1号機(出力56.94万kW)

北斗変換所の変換器

設備保守技術の高度化・効率化

自走式電線点検装置や、遠隔地の状況確
認等が可能な伝送システムの導入、モバ
イル端末で使用できるアプリの導入など
により、保守業務の高度化・効率化を進
めています。

自走式電線点検装置 配電線事故復旧支援携帯アプリ

安定供給
●既設発電所の経年化への対応
●燃料種の多様化、電源の分散化

経済
効率性

●発電コストの
低減

高い発電効率
優れた運用性

環境特性
●CO₂・NOxの

排出量低減

発電効率は、
世界トップクラスの

約62％
（低位発熱量基準）

石狩湾新港発電所の特性

安定供給の確保に向けた取り組みの例

配電線の系統
図や事 故 情 報
をリアルタイム
表示
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送配電部門の分社化への対応

　法的分離の実施にあたっては、法の趣旨を踏まえつつ、コーポレート機能(グループにおける本社機能)および発電・小売電気事業を保有
する事業持株会社のもとに2020年4月に100%出資会社として送配電会社を設置し、グループの総合力・効率性を発揮していきます。

送配電部門の法的分離に伴う送配電部門の分社化

現　在 分社化後

ロゴマークに込めた思い
　北海道の形をモチーフとし、ネットワークの頭文字「N」と電光、さらに安全を確認する「チェックマーク」をイメージし、広大な北海
道のすみずみまでしっかりと電気を送り続けていくという使命を表現しています。

送電設備復旧訓練 胆振東部地震時の配電線復旧作業

※分割準備会社は、送配電会社に必要な許認可等の一部について申請・届出等の事前準備を実施

● 発電事業
● 小売電気事業 等

● 一般送配電事業 等

北海道電力ネットワーク
株式会社

北海道電力株式会社一般送配電事業等に
係る資産・負債、

その他
権利・義務を継承

2020年4月1日

社名（商号）変更

北海道電力株式会社

北海道電力送配電事業分割準備
株式会社※ （2019年4月1日設立）

● 一般送配電事業 等
  （送配電カンパニー）

● 発電事業
● 小売電気事業 等

重点的に取り組む項目
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組織図（2019年7月1日現在）

会　長
社　長
副社長

常務執行役員

送配電カンパニー

監査役

東京支社 

経理センター
立地室
訟務室
企業行動室 
資産計画室 

総合研修センター
人労センター 

建設所[石狩湾新港火力発電所、新得水力発電所]   

泊原子力事務所　　 泊発電所
水力センター[旭川、札幌、倶知安、新得、静内、日高、函館]
石炭灰リサイクル推進室 
燃料室
火力発電所 [砂川、奈井江、伊達、苫東厚真、知内、石狩湾新港] 
電化ソリューションセンター
カスタマーセンター
支社[道北、道央、道東、道南]      支社[北見、釧路、苫小牧、函館]  

需給運用取引センター

事務局  

中央情報通信所
基幹系工事センター
中央給電指令所
スマートメーター管理センター

                  電力部
                  配電部
　　　　　   業務部
　　[旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、苫小牧、室蘭、函館]
支店　　 ネットワークセンター[37力所]  　ネットワークセンター[2力所]

託送サービスセンター
地中センター

監査役室

流通総務部
通信ネットワーク室

工務部
配電部

業務部 
流通企画部
流通内部監査室 

資材部
経理部　

総務部
広報部 

人事労務部
総合研究所
情報通信部 
環境室

土木部
原子力事業統括部 

水力部　

火力部　　

首都圏販売部
販売推進部　
総合エネルギー事業部 
カイゼン推進室 
経営企画室　　 
秘書室 
原子力監査室 
内部監査室 

原子力推進本部
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C S R・E S G

ほくでんグループＣＳＲ行動憲章

　CSR（企業の社会的責任：Corporate Social 
Responsibility）に関わる取り組みにあたっては、以
下のCSR行動憲章の「基本的な考え方」を、ほくでん
グループの役員、従業員一人ひとりが共有し、業務
のあらゆる場面でCSRを意識した行動を実践してい
きます。
　また、この憲章の内容を踏まえ、毎年度の「経営方
針」を策定し、実際の事業活動の中で展開していき
ます。
　ほくでんグループは、CSRの推進を通してESG

（Environment：環境、Social：社会、Governance：ガ
バナンス）に取り組みます。

　ほくでんグループは「ほくでんグループCSR行動憲章」に基づき、社会経済
の発展と文化の創造に寄与するべくCSR活動に取り組んできました。
SDGsの考え方は当社グループが考えるCSRと方向性を同じくするものであ
り、当社グループの取り組みを通じてSDGsの達成に貢献することを目指し
ています。

お客さまに満足していただくことを第一に、 
電気を中核とする商品・サービスを提供します。
・ お客さまとのコミュニケーションを充実させ、安全性・安定性を確保し、 

お客さまにご満足いただける品質・価格の商品・サービスを提供します。

基本的な考え方
　ほくでんグループは、「人間尊重」「地域への寄与」

「効率的経営」の経営理念のもと、「地域社会の持続的
発展なくしてほくでんグループの発展はない」と認識
し、社会の一員としての責務を確実に果たすとともに、
電気を中核とする商品・サービスを提供することを通じ
て、社会経済の発展と文化の創造に寄与します。
　ほくでんグループ一体となった経営体制のもと、透
明かつ公正な事業活動に取り組むことによって、社会
の信頼を確保し、企業価値の向上を図ります。
　また、事業活動の展開にあたり、安全を最優先すると
ともに、人権を尊重し環境に配慮します。
　ほくでんグループは、これらの基本的な認識に立ち、
右の行動基準にしたがって行動します。

行動基準

CSR委員会
　ほくでんグループにおけるCSRに関わる取り組みを
円滑かつ効果的に推進することを目的として、ほくでん
グループ本社に社長を委員長とするCSR委員会を設
置し、「ほくでんグループCSR行動憲章」の改正、CSRに
関わる重要な取り組みの方針・方策等を審議します。

地域の皆さまからお寄せいただく期待と信頼に誠実にお応えします。
・ 事業活動に関わる情報を積極的にお知らせするとともに、地域社会の一員とし

て地域の皆さまとのコミュニケーションを充実させて相互理解を深めます。
・ グループの総合力を発揮し、地域経済や地域社会の活性化に向けて取り組み

ます。

株主・投資家の皆さまからの期待に誠実にお応えします。
・ たゆみない経営効率化を推し進めるとともに事業活動におけるリスクを適切

に管理し、安定的かつ持続的な価値の向上に努めます。
・ 事業活動に関わる情報を適時・適切に開示するとともに、株主・投資家の皆さ

まとの積極的なコミュニケーションを図ります。

従業員のために安全で働きがいのある職場をつくります。
・ 常に安全衛生意識の徹底と職場環境・風土の改善に心がけ、風通しのよい職

場風土づくり、安全の確保、健康の維持に努めます。
・ 一人ひとりの人格、個性を尊重し、能力を十分に発揮できる働きがいのある

職場をつくります。

取引先とは対等かつ相互信頼に基づいたパートナーとして 
透明かつ公正な取引を行います。
・  契約および健全な商慣行にしたがい、信義を重んじ誠実に行動します。
・  取引先に対しても、CSR意識の共有と必要な取り組みを求めていきます。

地球や地域の環境に関わる課題に積極的に取り組みながら 
事業活動を行います。
・  社会の持続的発展のために地球温暖化防止対策、地域の環境保全、循環型社

会形成を推進するとともに、事業のあらゆる分野で環境負荷の低減に取り組
みます。

・  環境管理を徹底するとともに、環境問題への取り組みに関わる情報を適時・適
切にお知らせします。

コンプライアンスをあらゆる場面で徹底します。
・  コンプライアンス（法令・社内規程・企業としての倫理の遵守）を実践すること
   が自らの責務であることを常に意識して行動します。
・  個人情報をはじめ会社が保有するあらゆる情報を適正に管理します。
・  社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的行為に対しては、毅然とし
   た態度で対応します。

CSRに関する全従業員アンケートの結果（2019年1月実施）

日頃から「ほくでんグループＣＳＲ行動憲章」を
念頭におき業務を進めていますか（グループ本社）

「はい」 96.7％

CSR行動基準



28

HOKUDEN Group Report 2019

関連するSDGs

「コーポレートガバナンス」（P51～P54）参照

主な取り組み
ESGの
観点

E
環境

G
ガバ

ナンス

S
社会

掲載頁

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals:SDGs）

　2015年9月、国連サミットにて「持続可能な開発目標（SDGs）」が
全会一致で採択されました。
　2030年までに達成すべく、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動な
どに関する17のゴールが宣言されています。

→P29～P31

電力の安全・安定供給
・当社の電源設備構成
・再生可能エネルギーの導入拡大と電力品質の維持
・燃料の安定調達に向けた取り組み

停電事故の防止、早期復旧に向けて
大規模災害への備え

→P32～P33
地域社会への積極的な情報発信と密接なコミュニケーション
地域経済発展への協力

→P34
ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーション
・株主・投資家の皆さまへの適切な情報開示を通じた透明性の確保
・株主総会における株主さまとの対話について

→P35～P38

働き方改革の推進
人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み
・女性の活躍推進
人材育成に関する取り組み
安全衛生に関する取り組み

→P39 調達の基本方針に基づく透明かつ公正な取引の実施

→P40～P48

環境負荷低減への取り組み
・ほくでんグループ環境方針
・環境管理項目の実績と将来目標（ほくでんグループ）
・事業活動に関する資源の投入（インプット）・環境負荷物質の排出（アウトプット）
・CO₂削減に向けた取り組み
再生可能エネルギー導入拡大に向けた取り組み
地域環境保全に関する対応
・環境会計の活用
・生物多様性保全への取り組み

→P49～P50
コンプライアンス推進の取り組み
情報セキュリティの取り組み
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お客さまに満足していただくことを第一に、
電気を中核とする商品・サービスを提供します。

　ほくでんグループはお客さまとのコミュニケーションを充実させ、安全性・安定性を確保し、お客さまにご満足いただける品質・価
格の商品・サービスを提供します。

電力の安全・安定供給

当社の電源設備構成

　当社は、S+3E（Safety, Energy Security, Economic 
Efficiency and Environment）の観点から、国が目指す最適な
エネルギーミックスを追求し、北海道における電力の安定供給
を確保しています。

CSR行動基準

石狩LNG基地に到着したLNG船
「S.S. Puteri Delima Satu
（エス.エス.プテリ デリマ サツ）号」
（マレーシア）

再生可能エネルギーの導入拡大と
電力品質の維持

　時々刻々と変化する需要の変動に加えて、気象条件によって
変動する風力発電や太陽光発電の出力変動にも対応するよう、
火力発電所や水力発電所の出力を調整し、周波数を一定に維持
しています。今後も確実かつ効率的な需給運用を図るため、太
陽光発電や風力発電の出力予測精度の向上や出力制御方法の

確立に取り組むなど、北海道の電力品質の確保を前提に、さらな
る再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組みを進めて
いきます。

燃料の安定調達に向けた取り組み

　再生可能エネルギーの導入拡大などにより燃料の必要量が
大きく変動する中、火力発電所の安定運転の継続のため、低廉
な燃料の安定的な調達に取り組んでいます。

【LNG】
　環境特性に優れたLNG火力発電を導入し、関西電力株式会
社ならびにマレーシアLNG社との長期契約に基づき、２社から
LNGを調達することで、調達形態や供給元の安定性を図りつ
つ、スポット調達も組み合わせながら、柔軟性、経済性のある燃
料調達を行っています。

【石炭】
　石炭火力発電所のうち、海外炭については、燃焼の安定性な
ど信頼性が高い豪州炭をメインとしつつ、インドネシア、ロシア、
北米、南米からも調達し、供給ソースの多様化と経済性の向上に
取り組んでいます。また、海外炭の海上輸送は、大型専用船２隻
を軸に、市況変動にも強い経済性と安定性の高い輸送体制を構
築しています。
　また、道内の露天掘炭鉱から国内炭を調達しており、重油と比
較して経済性に優れるため最大限に活用しています。

【石油】
　石油火力発電所は、大手石油元売会社との長期契約をベース
にすることなどで、燃料調達の安定性を確保しています。また、
安価な高硫黄C重油を使用することで経済性の向上にも努めて
います。

旭川

電力系統を水道に例えると、

知内

北本・新北本
連系設備

（90万kW）

本州系統へ

苫東 泊 石狩湾新港

砂川
風力・太陽光

【流通設備】
水　位 ＝ 電　圧

流出量 ＝ 需　要

蛇　口 ＝ 発電所
流入量 ＝ 供給力

水の流量制約
（パイプの太さ）
＝送電線の容量

蛇口がどのくらい開閉
するのかわからない

（天候次第で流入量変動）

【発電設備】

【お客さま】
水の総量（重量） ＝ 周波数

50Hz

札幌苫
小
牧

稚
内

函
館

?

本社+グループ会社発電設備量構成
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年　　度
停電回数
停電時間

1980
1.78
248

1990
0.41
42

2018
1.19
 2,154

 2017
0.14
10

2016
0.17
36

2015
0.15
10

2014
0.13
9

2013
0.16
9

2012
0.19
48

2011
0.11
6

2010
0.13
8

2000
0.18
9

■お客さま一戸当たりの年間停電時間・回数の推移 （回、分／戸）

0.17

0.41

1.78

0.18
0.13 0.11

0.190.19 0.160.16 0.130.13 0.150.15 0.140.14

停電時間 停電回数

2012年11月に発生
した暴風雪の影響 2016年8月に発生

した台風の影響

2018年9月に発生した
胆振東部地震に伴う
停電の影響
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停電事故の防止、早期復旧に向けて

24時間 365日電力の安定供給のために

　広大・積雪寒冷という厳しい環境のなかで、当社は２４時間
３６５日、お客さまへ電気を安定してお届けできるよう適切な設
備保全を実施し、停電事故の未然防止に努めています。また、台
風や暴風雪などにより停電が発生した際は、現地に社員が急行
して復旧作業にあたります。長時間の停電が予想される場合に
は、移動発電機車を出動させ応急送電を行うなど早急に停電を
解消できるよう努めています。

公衆災害防止に向けた取り組み

　ご家庭での電気の安全な使い方、屋外における感電事故防
止の注意喚起、災害や停電発生時の対処方法などを当社ホーム
ページや各種PR活動でお知らせしております。降雪の多い北海
道では、電柱など電力設備への著しい冠雪が停電につながる可
能性があることから、これを抑制する資機材について研究を行
い、一定の効果を確認することができました。引き続き、実用化
に向けた研究を継続していきます。

停電の未然防止を図るため冠雪除去作
業に多大な労力を要しています。

雪を分離するネットを設置し、冠雪を
抑制することができました。　

注意喚起の例
●コンセントや照明器具などの正しい使用方法の紹介
●送配電設備付近での重機使用や掘削作業時の注意喚起
●停電時のチェックポイントの掲載 など

対策前 対策後

ネット取付

正面図 側面図

①ネットの網目により雪が分離
②分離した冠雪はバランスを失い落下

冠雪対策用ネット
による対策原理

ネ
ッ
ト
取
付

分離

落下 落下



連携訓練、連絡会議の実施

・ 高速道路の通行止め区間および被害・復旧状況に
関する情報提供

・ 高速道路の通行止め区間における緊急車両の通
行、緊急開口部の活用に関する協力

・ 電力会社の復旧の進出拠点となるサービスエリ
ア・パーキングエリアの提供

・ 停電・復旧状況および電力施設などの被害状況に
関する情報提供

・ 緊急車両が移動中に発見した高速道路の被害状
況の情報提供

災害時における円滑な相互連携協力

迅速な被災地復旧活動を展開

当
　
社

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

東日本高速道路株式会社との協定の概要
［平常時］

［災害時］
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大規模災害への備え

　電力の安定供給を使命とし、国が公表する防災対策の基本計
画などを踏まえ、様々な自然災害に対し、「災害に強い設備づくり」

「早期復旧に向けた防災体制の確立」を基本とする防災対策を
進めています。
　2018年9月6日未明に発生した「平成30年北海道胆振東部
地震」に関しては、電力広域的運営機関の検証委員会や電力レジ
リエンスワーキンググループでの検証結果を踏まえ、取り組む
べき具体的な対策を「アクションプラン」として取りまとめた「北
海道胆振東部地震対応検証委員会 最終報告」を作成いたしまし
た。
　当社は、今後、この「アクションプラン」を実践するとともに、そ
の進捗状況などを検証し、その結果を四半期ごとに北海道の皆
さまに公表してまいります。
　新たな課題や問題点が生じた場合は、必要な対策を検討のう
え実施するなど、ＰＤＣＡサイクルを継続し、北海道の皆さまに安
全・安心に電気を使っていただけるよう、電力の安定供給や適切
な情報の発信に向けた体制を強化してまいります。

災害発生時の対応体制の強化

　災害発生時の速やかな初動対応に向け、防災体制の自動発令
事象および自動出社対象者を定めていることに加え、地震・台風
などを想定した非常事態対策基本訓練を全社大の体制で年１回
実施するなど、対応体制を整えています。また、各火力発電所単
位での災害対応、北海道特有の冬型災害対応、北海道全域停電
からの復旧対応を想定した訓練など、様々な被害を想定した訓
練を実施し、従業員の災害対応スキルの向上と防災意識の高揚
を図っています。

陸上自衛隊が設置した架橋を移動発
電機車で走行する訓練

北海道全域停電からの復旧を想定し
た系統操作訓練

移動発電機車に燃料供給するタンク
ローリー

全社大で実施する非常事態対策基本
訓練

CSR行動基準

関係機関との平時および
緊急時における連携強化

　大規模広域災害が発生した場合には、当社単独での対応には
限界があるため、行政・警察等の社外関係機関や他電力会社と
連携し、電力の早期復旧に全力を尽くします。
　緊急時における相互協力を円滑に行うため、連携訓練や連絡
会議を通じて、平時から災害対応の課題を共有するなど、顔の見
える関係の構築に努めています。

災害時における防災関連協力協定の締結

　大規模広域災害が発生した際の早期復旧を円滑に行うため、
陸上自衛隊ほか、北海道エネルギー株式会社や株式会社セコ
マ、東日本高速道路株式会社、北海道旅客船協会等と協定を締
結しています。この協定により、迅速な被災地での復旧活動の展
開や継続的な作業の実施を可能としています。
　今後も、関係機関との連携協力体制を引き続き強化するとと
もに、災害発生時における電力復旧を安全かつ迅速に行い、被
災地の復旧・復興につなげることで、地域社会に貢献していきま
す。
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報道機関を通じ、地域の皆さまに、タイムリーかつ正確に情報発
信するとともに、当社の積極的な情報公開の姿勢を訴求してい
ます。
　さらに、泊発電所をはじめとした当社設備の見学会や、近年、
社会的な関心が高い再生可能エネルギーの導入拡大に関連す
る勉強会を開催するなど、当社事業への一層の理解促進に努め
ています。

地域の皆さまの声を事業活動に反映

　お客さまから信頼いただき、ご満足いただける業務運営を目
指し、お客さまからのお問い合わせ・ご意見を承る「レインボーポ
スト」を当社ホームページに開設しています。お寄せいただいた
ご意見・ご要望をもとに、お客さまサービスの向上に取り組んで
います。

地域の皆さまからお寄せいただく期待と信頼に
誠実にお応えします。

　ほくでんグループは事業活動に関わる情報を積極的にお知らせするとともに、地域社会の一員として地域の皆さまとのコミュニ
ケーションを充実させて相互理解を深めます。また、グループの総合力を発揮し、地域経済や地域社会の活性化に向けて取り組みま
す。

地域社会への積極的な情報発信と密接なコミュニケーション

経営幹部による積極的な情報発信と
コミュニケーション

　社長をはじめとする経営層と地域の皆さまとの懇談会を開催
し、泊発電所の長期停止や電力小売全面自由化による競争の進
展、再生可能エネルギーの導入拡大など、大きく変化する経営
環境のなか、当社が進めている様々な取り組みについてご説明
するとともに、より良い事業運営のため、忌憚のないご意見を拝
聴しています。
　また、日頃から各事業所が、地元自治体や各種団体への訪問・
参画などを通じ、事業活動に関わる情報を積極的に発信し、地域
の皆さまとのコミュニケーションを図っています。

様々な媒体を通じた情報発信

　マスメディア広告（テレビCMなど）や当社ホームページな
どを活用し、当社からのメッセージや事業活動、サービスにつ
いてお伝えしています。また、台風や地震などの災害時には、
Twitter、Facebookで停電情報をお知らせするなど、迅速な情
報発信に努めています。

報道機関への対応

　新聞、テレビ、ラジオなどの報道は、当社事業に対するステー
クホルダーのご理解や企業イメージおよび当社株価や企業価
値に大きな影響があります。当社は、社長をはじめ、経営層によ
る記者会見やプレスリリース等により、積極的な情報公開に努め
ています。
　また、日々の取材に対して、迅速・的確に対応することにより、

改善事例
「停電の時、ほくでんに停電地域や復旧見込み時間を照会しようと
電話をするが繋がりにくい」というお客さまの声をもとに、ホーム
ページに停電情報のお知らせサービスを開設し、北海道エリアの停
電情報をお知らせしています。

テレビCM
『ゼンリョク宣言「ほくでん 
キャラ変えた？」篇』

藤井社長による
記者会見  

ほくでんホームページ
「停電情報のお知らせ」
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地域貢献活動で感謝状を授与される 
（北海道松前郡福島町）　

　福島ネットワークセンターでは、日頃から所員一丸となって地
域貢献活動を行っており、町主催の夏祭りへの参加やイベント

（「北海道女だけの相撲大会」など）への協力、町内の街路灯清
掃や社屋近隣のゴミ拾いなどに積極的に取り組んできました。こ
のような永年にわたる地道な活動が町から高く評価され、福島町
長から感謝状を授与されました。今後も近隣市町村の様々なイ
ベントに積極的に参加し、より強固な地域との信頼関係を構築し
ていきます。

エネルギーに関する理解活動・
次世代教育のお手伝い

　当社社員が小・中学校などにお伺いし、エネルギーや環境に関
する「出前授業」を実施しています。発電のしくみや電気が家庭
に届くまでの道のりなどについて、子どもたちに体験しながら学
んでいただいています。
　また、小・中学生の皆さんに実験や工作などを通して楽しみな
がら科学に親しんでいただく当社施設「おもしろ実験室」を運営
しています。電気事業と関わりが深い科学技術の分野で明日の
北海道を担う青少年の育成をサポートしていきたいと考えてい
ます。

地域経済発展への協力

CSR行動基準

地域の活性化に向けた取り組み

　当社は、北海道を事業基盤とする企業として、地域の発展に向
けた取り組みを進める経済団体や産業振興団体の活動に協力し
ています。また、自治体や企業、大学などと協力しながら、エネル
ギーに関する課題の解決に向けた取り組みを進めています。

北海道経済連合会による
経済活動に協力

（公財）北海道科学技術総
合振興センター（ノース
テック財団）による産業振
興活動に協力

（公財）はまなす財団の地
域づくり活動に協力

おもしろ実験室には2018年度は約
4,500名が来館　

環境美化・ボランティア活動

　各事業所では近隣の公園・道路、街路灯などの清掃活動や花
壇整備などを実施しています。また、（公財）海と渚環境美化・油
濁対策機構が推進する「海と渚のクリーンアップ活動」に賛同し、
毎年6月に北海道各地で海浜の清掃活動を行っています。
　この他にも、老人ホームやひとり暮らしのお年寄り宅の除雪の
お手伝いや、屋内電気配線の点検、照明器具の清掃なども行っ
ています。

　

2018年度は約850名の子どもたち
の学びのお手伝いをした出前授業

高所作業車を使用して街
路灯を清掃

福島町長（右）から
感謝状を授与される
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株主・投資家の皆さまからの期待に
誠実にお応えします。

　ほくでんグループは、たゆみない経営効率化を推し進めるとともに事業活動におけるリスクを適切に管理し、安定的かつ持続的な
価値の向上に努めます。また、事業活動に関わる情報を適時・適切に開示するとともに、株主・投資家の皆さまとの積極的なコミュニ
ケーションを図ります。

ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーション

CSR行動基準
HOKUDEN Group Report 2019

株主・投資家の皆さまへの適切な情報開示を
通じた透明性の確保

　当社は、株主さまをはじめとするステークホルダーに対し、財
政状態・経営成績等の財務情報、経営戦略・経営課題・リスクやガ
バナンスに係る非財務情報について、法令等に基づく開示を適
時・適切に行うとともに、法令等に基づく開示以外の情報提供に
も努めております。

株主・投資家の皆さまとの
建設的な対話に向けて

　当社は、株主・投資家の皆さまとの建設的な対話を行うため、
IR専任部署を設置し、担当の取締役を指定しております。
　社長をメインスピーカーとした「会社説明会」の開催、海外機
関投資家を対象としたカンファレンスへの参加、四半期決算後
の株主・投資家訪問およびいただいた資本市場のご意見の経営
層へのフィードバックなど、継続的な対話活動を通じて株主・投
資家の皆さまとの信頼関係の構築に努めています。

〈主な活動実績〉
○社長をメインスピーカーとした「会社説明会」：2018年度実績

年2回開催延べ153名参加
○海外機関投資家を対象とした

カンファレンスへの参加：1回
○四半期決算後の株主・投資家

訪問：延べ97社　など

株主総会における株主さまとの対話について

　株主の皆さまが、株主総会において適切に議決権をご行使い
ただけるよう、株主総会招集通知の記載の充実、早期発送およ
びウェブサイトにおける早期開示、ICJプラットフォームの利用に
よる議決権行使などの環境整備に取り組んでいます。
　また、株主総会当日における事業報告等の報告にはパワーポ
イントおよびナレーションによる映像を導入し、わかりやすい説
明に努めるとともに、株主さまからのご質問に対しても丁寧に説
明しています。「ESG・CSRインデックスの作成」

　株主・投資家の皆さま方からのご要望に応え、当社の環境（E）、社会
（S）への取り組みおよびコーポレートガバナンス（G）などに関する情報
をホームページ上にインデックス形式でまとめ、情報へアクセスしやす
く見直しました。

https://www.hepco.co.jp/corporate/esg/index.htmlWEB

会社説明会

株主総会

リスク管理
　当社は、リスク管理の重要性を強く認識して事業運営を進めていま
す。副社長執行役員のほか、コンプライアンス担当役員などを委員とす
るリスク管理に関する委員会を設置し、定期的に、経営に重大な影響を
及ぼす可能性のあるリスクやその対応状況を把握するとともに、項目お
よび対策の見直しを審議し、全社におけるリスクを横断的に管理してい
ます。
　その結果については、次年度の経営方針やこれに基づく業務運営計
画等で明確化し、グループ経営方針等の管理サイクルのなかで、リスク
の体系的な把握、対応方策の立案、実施の確認等を行うことで、リスク
の発生防止と低減に努めています。
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従業員のために安全で働きがいのある
職場をつくります。

　ほくでんグループは常に安全衛生意識の徹底と職場環境・風土の改善に心がけ、風通しのよい職場風土づくり、安全の確保、健康
の維持に努めます。また、一人ひとりの人格、個性を尊重し、能力を十分に発揮できる働きがいのある職場をつくります。

働き方改革の推進 

　当社は、従業員の働きがいや健康の維持・増進、優秀な人材の確保等の観点から、働き方改革の全社的かつ計画的な取り組みを進めて
います。
※社内ポータルサイトに「働き方改革に関する諸情報」の専用ホームページを作成し、適宜、新しい情報を社内に発信しています。

安定した労使関係の維持
　「北海道電力労働組合」とユニオンショップ協定を締結し、相互の基本的権利および義務を尊重して、生産性向上とこれに伴う労働条件の改善・向上
を労使共通の目的に掲げ、長年の歴史を経て培った強い信頼関係をもとに良好な労使関係を築いています。
　現在においても、この関係を継続するため、「経営協議会」を開催するなど労使間の意思疎通と相互理解を図っています。

CSR行動基準

取り組み目標

　長時間労働の是正やメリハリ（オン・オフ）のある効率的な働き
方を目指して、全社で時間外労働の低減と休暇取得増加に向け
た目標を掲げ、各取り組みを展開しています。
• 全従業員の時間外労働について、月80時間以内（休日労働含

む）の徹底とさらなる低減を目指します。
• 年間の年次有給休暇平均取得率を中長期的に100％（20日）

とします。

各種勤務制度の整備

　子育て・介護と仕事の両立支援および健康で“働きやすい”
“休みやすい”職場環境に向けて、各種勤務制度等の整備を実
施しています。
• 育児・介護休職者への支援金支給
• 育児・介護短時間勤務制度の適用期間の拡大や選択時間を柔

軟化
• 各種休暇制度（配偶者出産休暇、看護のための休暇、積立休

暇）の付与日数を増、適用期間、適用者を拡大
• 新入社員の年次有給休暇付与日数を増（15日→20日）
• 勤務間インターバル制度（9時間以上）の導入

日々の業務の簡素化・廃止

　全従業員による労働生産性の向上、総実労働時間（時間外労
働）の低減および意識の改革等を目指す、ボトムアップ形式の
業務効率化に向けた取り組み「日々の業務の簡素化・廃止」を、
2017年4月より推進しています。
•  「スマート会議のすすめ：会議のあり方10の指針」「スマート

メールのすすめ：社内メールのあり方3の指針」を取りまとめ全
社統一的に展開

• 当社従業員が作成した親しみやすいシンボルキャラクターを
活用した各職場での取り組み状況や良好事例などの紹介

キャラクター紹介

とても真面目で働き者。仕事に追
われる日々。「働き方を見直し
て、もっと効率よく仕事をすすめ
たい…」といつも思っている。

はたラッコちゃん
（働く子ちゃん）

カイカくん
（改革君）

より良い働き方を提案してくれる
「働き方改革」のヒーロー。働き
方で困っているはたラッコちゃん
の思いを聞きつけ、マントを使っ
て飛んできた！



36

人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み 

HOKUDEN Group Report 2019

人権の尊重

　当社は、「人間尊重」を経営理念に掲げ、お客さまをはじめ社
内外の人権擁護を図りつつ事業を運営しています。ほくでんグ
ループＣＳＲ行動憲章、コンプライアンス行動指針、服務規律に
おいて、個人の人権・人格を尊重することをうたい、人権問題に
関する一層の理解と認識を深める教育・啓発の機会を通して、人
間尊重の理念にたった職場風土の醸成を図っています。
　また、人権問題に関する認識喚起を促すための教育推進方策
を検討・審議することをねらいに、経営層をトップ、各部門長を構
成員とする「人権教育推進委員会」を設置し、社員教育の一環と
して、人権問題に関する教育・啓発を実施しています。

【教育・啓発の実施】
• 各種階層別の教育・啓発
• ハラスメント相談窓口担当者を対象とした教育

【相談体制の確立】
• ハラスメント相談窓口

健全な職場環境の維持・向上を図ることを目的に、相談者
のプライバシー保護に十分配慮しながら問題解決を図る
体制として、各職場に相談窓口を設置しています。　

障がい者就労支援

　障がいを持つ人が、いきいきと働くための適切な就労の場を
提供し、働くことによる社会的自立と社会参加を支援していくた
め、2007年に「株式会社ほくでんアソシエ」を設立。2009年に
は、障害者雇用促進法に基づく「特例子会社」の認定を取得して
います。

女性の活躍推進

　当社は、女性活躍推進法に基づき策定した行動計画におい
て、女性社員の管理職登用に関する目標※を掲げ、積極的に推進
するなど、具体的な施策に取り組んでいます。　

【主な取り組み】
• 新任管理者向け研修において意識啓発を実施しています。
• 「ワーキングマザーミーティング」と題して、現在育児中の女性

社員等に向けた社内ネットワーク構築支援等を目的とする意
見交換会を開催しています。

※女性活躍推進の目標

　2020年3月末日において、女性

管理職（課長級以上）の人数を

2015年3月末日時点の2倍以上

とする。　　　

仕事と家庭の両立支援

　当社は、従業員の仕事と家庭の両立を支援
するため、これまで育児や介護に関する各種制
度を整備してきたほか、労働時間の低減に向け
た取り組みを行ってきました。その結果、2015
年4月には厚生労働省より、次世代育成支援対
策推進法に基づく「くるみん」の認定を受けまし
た。

テレビ番組の字幕制作

「ワーキングマザーミーティング」
の様子

高齢者雇用の促進

　当社では、高年齢者雇用安定法の趣旨、今後の年齢構成の変
化を踏まえ、2013年4月から原則希望者全員を満65歳まで雇
用する再雇用制度を導入しました。
　また、2018年4月からは、技術・技能継承を支える高いスキル
を有する者を対象として、65歳以上も雇用を延長するなど、適
宜制度の整備・充実を図っています。
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人材育成に関する取り組み

教育・研修

　当社は、「求める人材像」を定め、それにふさわしい人材の育成を目指して取り組んでいます。

　若年社員については、「若年層育成プログラム」により、入社後5年間で「ほくでん社員」として会社生活で必要不可欠な基本的態度・知
識・スキルを習得するため、「仕事の基礎力」、「考える力」や「対人能力・コミュニケーション能力」の養成に向け、自ら計画を立てて取り組む
ことを強力に支援しています。

区分 役職等
一般職・管理職 経営職

集
合
教
育
（
O
f
f
‐
J
T
）

自
己
啓
発
支
援

そ
の
他
教
育

共通教育

1級 2級 3級 4級 5級 6級 GL・現業所長 部長クラス

部門別研修

OJT

国家試験等合格祝金、通信教育費用助成、TOEIC受験費用助成、自主的学習グループ費用助成

問題解決セルフトレーニングテキスト、ビジネス能力自己診断ツール

【社内】マネジメントの基礎コース、戦略マーケティングコース、経営戦略コース、ビジネスコーチングコース　他

【社外】eラーニングライブラリ（マネジメント、ビジネススキル、コンプライアンス、語学、技術関連など215コース）

企業倫理・コンプライアンス基礎

個人情報保護＆情報セキュリティ基礎

●新任管理者研修

●人事考課者研修
●新入社員
　導入研修 ●キャリア

　ビジョン研修

●中堅社員研修

◎国内外大学院MBA等派遣 ◎経営幹部研修◎ビジネスリーダー研修

◎海外研修

●新入社員
　フォロー研修

【組織・マネージメント教育】

【ライフプラン教育】

【OJT教育】

●ライフプラン研修（50歳対象）

●職場指導員研修

部門教育

支援制度

学習ツール

eラーニング

eラーニング
【必須】

職場内教育（OJT）

教育体系図　●社内研修　◎社外研修

社
内
研
修

キャリアビジョン研修 ５年後のキャリアビジョンと行動計画の作成により「自ら考え自ら行動する人材」となるよう意識付けを行う

中堅社員研修 中堅社員としての役割の理解とともに、職場リーダー（職場の中核担当者）として必要なマネジメント能力要件を理解し、その早期開発に向
けた動機付けを行う

新任管理者研修 「職場と部下のマネジメント」をテーマに管理者としての部下への支援や人材の育成・活用を行うために重要な「ヒューマンスキル」の開発、
向上を図る

人事考課者研修 評価演習、面接演習を通じて考課者として適切な人事考課を行う能力を身につける

社
外
研
修

ビジネスリーダー研修 基幹人材（次世代の経営層候補者）に必要な経営スキルを体系的に学び、全社的な経営視点を養成する研修

経営幹部研修 経営シミュレーションを通じて経営センスを磨く実践的な研修

そ
の
他

コンプライアンス教育 全社員を対象にした社内情報システムを活用した教育（ｅラーニング）を実施。また集合教育（共通・部門）においても本研修を実施

ダイバーシティ教育 新任管理者を対象にした研修で教育を実施。ダイバーシティマインド醸成のため、社内情報システムを活用した教育（ｅラーニング）にダイ
バーシティを学べるコースを策定

教育機関と連携した教育 大学教授による新入社員導入研修での講義。国内外大学院ＭＢＡ派遣教育や高度な専門知識・技術習得のため大学への留学、博士号取得
のための大学への派遣のほか、海外の大学でのビジネス研修に参加

【補足】

CSR行動基準
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安全衛生に関する取り組み

HOKUDEN Group Report 2019

　安全衛生の取り組みは、当社の最優先事項のひとつです。従
業員の最も基本的な責務であることを基本認識に、安全衛生管
理の重点目標を定め、労働災害の防止、健康の保持・増進、快適
な職場環境の形成に向けて、全員参加で安全衛生活動に取り組
んでいます。

安全衛生管理・活動の推進体制

　当社は、本店に中央安全衛生委員会を設置し、従業員の危険
および健康障害を防止するための基本的な対策や、労働災害の
原因および再発防止対策などについて審議しています。
　各事業所では、毎年、中央安全衛生委員会で策定する「安全衛
生管理重点方針」に基づいて、安全衛生に関する具体的な取り
組み事項である「安全衛生管理計画」を策定し、PDCAサイクル
にしたがって安全衛生管理・活動の充実を図っています。

ゼロ災害達成に向けた取り組み

　当社は、不休災害をゼロに近づけることが重大災害の防止に
つながることを念頭におき、小さな災害が発生しやすい環境が
見逃されることがないよう、“一人ひとりの危険感受性”と“身の
回りに潜むリスク想定に対する感性”を高めるための職場自主活
動として「ゼロ災チーム活動」を実施しています。
　また、7月を「夏季安全運動」月間、12月から2月を「冬季安全
運動」期間とし、ほくでんグループ一体となって労働災害の撲滅
と安全意識の高揚に向けた安全行事などの活動を実施していま
す。
　これらの取り組みに加え、過去に発生した災害の再発防止対
策の水平展開等を行ってきた結果、当社の労働災害度数率※1お
よび労働災害強度率※2は全国全産業平均と比較して低い水準
にあります。
※1 労働災害度数率とは、延べ100万労働時間あたりの労働災害による休業1日以

上の死傷者数のことで、災害の発生頻度を表します。
※2 労働災害強度率とは、延べ1000労働時間あたりの労働災害による労働損失日

数のことで、災害の重さの程度を表します。

請負・委託会社と一体となった安全活動の推進

　請負工事・委託業務の受注会社と一体となって労働災害を防
止することを目的に、関連工事会社の皆さまと「関連工事安全協
議会」を設置し、安全の確保に努めています。
　同協議会では、労働災害防止に関わる重点実施事項や労働
災害事例等に関する対策の協議、安全管理に優れ労働災害防止
に貢献した企業・事業所・個人に対する安全表彰等を行っていま
す。

従業員の健康の保持・増進に向けた取り組み

　毎年、保健師等による保健指導を全従業員に実施するととも
に、10月には「秋の健康づくり運動」を全社展開するなど、健康
の保持・増進を図るための取り組みを積極的に行っています。
　また、健康保険組合と連携し、人間ドックの受診支援やウォー
キングラリーなどのイベント、さらには健康情報サービスの提供
を行っています。
　メンタルヘルス対策では、ストレスチェックや研修会の実施、
社内外の相談窓口を活用できる体制を整備するなど、従業員一
人ひとりの心の健康づくりに向けた取り組みも進めています。

労働災害度数率の推移

労働災害強度率の推移
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　ほくでんグループは契約および健全な商慣行にしたがい、信義を重んじ誠実に行動します。また、取引先に対しても、ＣＳＲ意識の
共有と必要な取り組みを求めていきます。

調達の基本方針に基づく透明かつ公正な取引の実施

調達の基本方針

　当社は、「地域社会の持続的発展なくしてほくでんグループの
発展はない」との認識に基づき、社会の一員としての責務を確実
に果たすとともに、電気を中核とする商品・サービスを提供する
ことを通じて、社会経済の発展と文化の創造に寄与することを
目指しています。
　そのためには、資材調達活動においても企業の社会的責任

（ＣＳＲ）を果たしていくことが重要と考え、資材部門では「ほくで
んグループＣＳＲ行動憲章」に基づき、以下の基本方針により資
材調達活動を行います。

【法令・社会規範の遵守】
当社は、国内外の関連法令とその精神および社会規範を遵守

します。
※関連法令とは、民法、商法、独占禁止法、知的財産関連法令な

どにとどまらず、社会的責任を果たすうえで遵守すべき、労働
や人権等に関わる法令・社会規範等を含みます。

【反社会的勢力の排除】
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢

力に対して、毅然とした態度で対応し、一切の取引をしません。

【安全の最優先】
当社は、安全を最優先し、安全に関する法令を遵守するととも

に、安全衛生の確保に必要な対策を確実に実施します。

【環境への配慮】
当社は、環境に配慮した資機材の購入（グリーン調達）を推進

し、取引先の皆さまと協働して循環型社会の形成および環境負
荷の低減に取り組みます。

【オープンな調達】
当社は、広く国内外の企業から、品質面および経済面で優れ

た資機材を調達します。

CSR行動基準

資材調達方針説明会の開催など
　本説明会は、取引先とのコミュニケーションの強化およびパートナー
シップの構築を目的に、2007年から毎年開催しています（毎年約200
社にご参加いただいています）。
　本説明会においては、当社の経営状況や当年度の資機材調達計画
について説明するとともに、左記「調達の基本方針」を説明し、取引先と
CSR意識の共有を図っております。
　その他、取引先向けにメールマガ
ジンを年4回程度発行し、資機材調
達をはじめ、当社事業への取り組み
に関する情報公開に努め、取引先と
のより強固なパートナーシップの確
立を図っております。

グリーン調達の拡大　
　当社は、循環型社会の構築に向けた取り組みとして「グリーン調達ガ
イドライン」にしたがって、グループ全体で積極的にグリーン調達を推進
しております。2018年度は、92.1％の調達率を達成しました。

取引先とは対等かつ相互信頼に基づいた
パートナーとして透明かつ公正な取引を行います。



環境マネジメントシステム推進体制

環境委員会
委 員 長：社長執行役員
副委員長：環境室担当執行役員
委　　員：関連部室長、内部監査室
　　　　 長、その他委員長が指名
　　　　 する者

ほくでんグループ
環境推進委員会

グループ各社各事業所

業務執行会議
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地球や地域の環境に関わる課題に積極的に
取り組みながら事業活動を行います。

　ほくでんグループは社会の持続的発展のために地球温暖化防止対策、地域の環境保全、循環型社会形成を推進するとともに、事
業のあらゆる分野で環境負荷の低減に取り組みます。また、環境管理を徹底するとともに、環境問題への取り組みに関わる情報を適
時・適切にお知らせします。

環境負荷低減への取り組み

環境理念

　私たちほくでんグループは、事業基盤とする北海道の皆さま
に、電力を安定かつ低廉にお届けするとともに、様々な事業活動
のなかで環境問題に取り組んできました。
　持続的発展が可能な社会を実現するため、企業の社会的責任
の遂行がますます求められる昨今、環境への取り組みは重要な
要素であり、地球環境問題への対応や循環型社会の形成など、
あらゆる分野において環境負荷を低減することが急務とされて
います。

CSR行動基準

　このような状況のなか、私たちはグループ全体が共通の目標
のもとに、地球温暖化対策、大気汚染防止、化学物質管理、3R（リ
デュース、リユース、リサイクル）の推進や、環境に対する姿勢を
ご理解いただくための活動などを一層強化して、持続可能な社
会づくりに向けたグループワイドな環境経営を積極的に進めて
いきます。

ほくでんグループ環境方針

地球温暖化対策の推進 原子力を中心とした温室効果ガス排出抑制、再生可能エネルギーの活用、
発電効率の向上と送配電損失の低減、省エネルギーなどの推進

地域環境保全の推進 大気、水質など環境保全対策の実施、化学物質の管理、技術開発の推進

循環型社会形成の推進 3Rの推進、石炭灰の有効利用の拡大、グリーン調達の拡大

環境管理の徹底 環境マネジメントシステムの構築、監査の実施、環境会計の活用、環境教育の実施

環境リレーション活動の展開 積極的な情報提供

環境マネジメントシステム推進体制

　当社は、「ほくでんグループ環境方針」に基づく取り組みを着
実に推進するため、グループ一体となった体制を構築していま
す。
　社長を委員長とする「環境委員会」を設置し、ほくでんグルー
プ全体の取り組みを効果的に推進するため、基本方針など環境
施策全般について審議しています。

HOKUDEN Group Report 2019
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環境管理項目の実績と将来目標（ほくでんグループ）

　「ほくでんグループ環境方針」の実現に向け、特に重点的に取り組むべき事項を環境管理項目と位置付けて、可能な限り定量的な目標を
設定し、達成状況を定期的にチェックしています。
　今後も引き続き、グループ一丸となって目標の達成に向けて取り組みを展開していきます。

※1 「地球温暖化対策の推進に関する法律」上の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づき
算出。

※2 CO2排出クレジット、非化石証書購入、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）に伴う調整等
を反映した値。

※3 発変電所の所内電力量、送配電線損失電力量など、電気を供給する際の電気使用量は含んでいな
い。

※4 対象はグループ会社の電力供給関連事業およびグループ本社で発生した産業廃棄物。
※5 対象品目：コピー用紙、印刷物類（チラシ・ポスター・パンフレットを除く）、OA機器類、被服類のうち、

販売会社がカタログなどで公表している環境配慮製品の調達割合を示す。グループ会社はコピー
用紙のみ対象。

評　価努力が必要 十分に達成

評価の指標

CSR行動基準

実績
2018年度目標 評価 2019年度目標

2017年度 2018年度
CO2排出係数※1

[kg-CO2/kWh]
   調整後※2 0.678 0.656

極力低減 極力低減
基礎 0.666 0.643

SF6回収率[％]
[暦年値]

機器点検時 99 99 97以上で極力向上 97以上で極力向上

機器撤去時 99 99 99以上 99以上

オフィス電気使用量[百万kWh]※3 59.8 55.7 極力低減
（対前年度比） 極力低減（対前年度比）

低公害車の導入率[％] 81.7 83.0 極力向上 極力向上

SOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.89 0.83 極力低減 極力低減

NOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.65 0.61 極力低減 極力低減

微量PCB汚染柱上変圧器処理重量[t]
（変圧器台数）[台]

609.1
（4,800）

1,101.6
(7,560) 計画的処理の推進 計画的処理の推進

微量PCB汚染絶縁油処理重量[t]
（ドラム缶本数）[本分]

447.8
（2,800）

572.5
(2,856) 計画的処理の推進 計画的処理の推進

産業廃棄物リサイクル率※4[％] 96.8 96.0 95程度 95程度

石炭灰リサイクル率[％] 97.1 96.5 95程度 95程度

オフィス水使用量[万㎥] 23.7 21.8 極力低減
（対前年度比） 極力低減（対前年度比）

グリーン調達率（事務用品等）※5[％] 96.8 92.1 93 93

コピー用紙購入量［百万枚］（A4換算） 115 114 極力低減
（対前年度比）

従業員1人あたりのコピー用紙購入量10％減
（対前年度比）
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事業活動に関する資源の投入（インプット）・環境負荷物質の排出（アウトプット）

　当社の事業活動では、多くの資源を投入（インプット）し、電気を生み出す一方でCO₂や廃棄物などの環境負荷物質を排出（アウトプット）
しています。限りある資源を有効に使い、環境負荷を極力低減するため、発電効率の向上、大気汚染物質の低減や廃棄物のリサイクルなど
を積極的に進めています。

※1 汽力・原子力発電所で使用する用水のうち、復水器冷却水
および飲料用水を除いたものを集計しています。

※2 2018年度のCO2排出係数をもとに算出しています。
※3 他社電力購入分を含みます。
※4 グループ会社（北海道パワーエンジニアリング株式会社）分

を含みます。
※5 排水処理施設からの排水量を集計しています。

I N P U T

火力発電燃料
石炭 484.4万t
重油 96.0万kl
軽油 2.8万kl
液化天然ガス 8万㎥

原子力発電燃料
核燃料物質消費量 0kg

再生可能エネルギー
水力・地熱・太陽光・風力など

　水
発電所用水※1 458.6万㎥

オフィス活動
オフィス電気 40.8百万kWh
車両燃料 1,286kl
暖房等燃料 1,263kl
オフィス水 16.5万㎥

OUTPUT

大気への排出
CO2※3 1,461万t（基礎排出量）

SOX※4 1.9万t
NOX※4 1.4万t

水域への排出
排水量※5 316.8万㎥
COD排出量 14.8t

放射性廃棄物
ドラム缶 224本

産業廃棄物
発生量 110.3万t
◇石炭灰 87.4万t

◇その他 22.9万t

リサイクル量 105.9万t
最終処分量 4.4万t

オフィス活動に伴う大気への排出
CO2 3.3万t

事 業 活 動

発 電
発受電電力量

合計２５,４３９百万kWh
火力発電

19,082百万kWh

原子力発電
0百kWh

水力発電
4,083百万kWh

新エネルギー
145百万kWh

揚水動力
△325百万kWh

他社からの購入
10,216百万kWh

他社への送電
△7,762百万kWh

送 電
送配電損失

△1,186百万kWh
（CO2換算76万t※2）

発電所・所内電力量
△1,484百万kWh

（CO2換算95万t※2）

変電所・所内電力量
△59百万kWh

（CO2換算4万t※2）

お客さまへの販売電力量
22,710百万kWh

●2018年度実績

（原油換算）



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

泊発電所3基が稼働した2010年度は2030年度の目標値※2を下回るレベル

（kg-CO₂/kWh）

（年度）

0.37kg-CO₂/kWh（目標値）

LNG火力発電所の安定運転やさらなる再
エネの導入、泊発電所の早期再稼働など
により、温室効果ガス排出削減に努める。

0.344

0.485

0.680 0.681 0.688 0.676
0.640 0.656

0.678

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

東日本大震災
発生

※1 CO₂クレジット等調整後の値
※2 電気事業全体で達成を目指すもの

0.943

0.738

0.474

0.019

（kg-CO₂/kWh）

石炭 石油 原子力LNG
（コンバインドサイクル）

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

出典：一般財団法人電力中央研究所（2016）「日本における発電技術のライフサ  
　　　イクルCO₂排出量総合評価」
※発電所の運用段階の排出量のみならず、燃料の採掘・輸送・加工・廃棄物処理な 
　どの一連の活動を通して排出されるCO₂のこと。

日本の発電技術のライフサイクルCO₂※排出量
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CO₂削減に向けた取り組み

　当社は、S+3E（Safety, Energy Security, Economic Effi- 
ciency and Environment）の観点から、国が目指す電源構成
の最適なエネルギーミックスを追求するとともに、LNG火力発
電所の安定運転や再生可能エネルギーの導入拡大、安全性の
確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働および安定運転、省
エネに向けた情報提供などに取り組み、全国の電気事業者から
なる「電気事業低炭素社会協議会」の一員として、低炭素社会の
実現に貢献してまいります。

CO₂の排出状況

【当社の排出係数※1の推移】
・ 東日本大震災発生以降、泊発電所が順次停止したことにより、

火力発電量が大幅に増加しています。
・ 現在、国の新規制基準適合性審査を受けており、安全確保を大

前提とした泊発電所の再稼働に向けて、総力をあげて取り組
んでいます。

原子力・LNG火力によるCO₂排出量の削減

　東日本大震災以降、泊発電所の長期停止により、石炭および
石油を燃料とする火力発電量が増大し、当社のCO2排出量は高
止まりしていますが、LNGを燃料とした石狩湾新港発電所の安
定運転および安全確保を大前提とした泊発電所の再稼働によ
り、CO2排出量は今後低減していく見込みです。

「電気事業低炭素社会協議会」における
電気事業全体のCO₂の排出削減目標

※BAT：Best Available Technology（経済的に利用可能な最良の技術）

【取り組み内容】

供給面の取り組み

・ CO₂排出量の少ないLNG火力発電所の安定運転・建設工事
・ 安全性の確保を大前提とした原子力発電の活用
・ 再生可能エネルギーの導入拡大
・ 発電設備の適切な保守管理による発電効率の維持

需要面の取り組み

・ 省エネや節電等の電気の効率的利用に向けた情報提供
・ 高効率ヒートポンプ機器への転換の推奨
 ・省エネに関するご提案　など

2020
年度

2030
年度

・ 火力発電所の新設などにあたり、経済的に利
用可能な最良の技術（BAT※）の活用などに
より、最大削減ポテンシャルとして約700万
t-CO₂の排出削減を見込む。

・ 使用電力量あたりの排出係数として、2030
年度に0.37kg-CO₂/kWh程度を目指す。

・ 火力発電所の新設などにあたり、BATの活用
などにより、最大削減ポテンシャルとして約
1,100万t-CO₂の排出削減を見込む。

CSR行動基準
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再生可能エネルギー導入拡大に向けた取り組み

再生可能エネルギー導入実績

【当社が小売供給した電力量（kWh)の構成】
　2018年度に当社が小売供給した電力量に占める再生可能エ
ネルギーの割合は25％程度で、これは2030年度の国の目標で
ある22～24％程度を上回っています。

導入拡大に向けた取り組み

　当社は、地域に根ざした再生可能エネルギーであり、出力変動
が小さく電力系統への影響が少ない水力発電やバイオマス発
電などに関する取り組みを進めています。風力発電や太陽光発
電については、電気の品質を維持するための技術検証などを進
め、さらなる導入拡大を図っていきます。

【水力発電所の開発・出力向上】
　これまで発電に利用されていなかった水資源を活用した中小
水力発電所（出力30,000kW以下）の新設や建て替えを進めると
ともに、既設発電所の主要設備である水車を更新する際に、高効
率のものに取り換えて最大出力（kW）の向上を図っています。

中小水力発電所の開発例
発電所 実施年月 実施前の出力 実施後の出力

新岩松 2016年1月 12,600kW 16,000kW

京極名水の郷 2016年10月 ― 410kW

洞　爺 2018年6月 5,500kW 6,400kW

サンル 2019年4月 ― 1,100kW

新　得 2022年6月予定 20,000kW 23,100kW
※「京極名水の郷」「サンル」は、治水用のダムや既設発電所の水路の一部などを利用して新設。
※「京極名水の郷」「洞爺」「サンル」は、グループ会社「ほくでんエコエナジー株式会社」の所有設備

【北海道の再生可能エネルギー導入量（kW）】
　北海道内の再生可能エネルギー導入量（kW）は388.4万kW

（2018年度末）であり、2012年度末実績の約1.9倍に増加して
います。

【系統側蓄電池の設置による風力発電の募集】
系統側蓄電池を設置し、設置した系統側蓄電池に係る費用

を共同負担することを前提とした、系統側蓄電池による風力
発電の募集を進めています。

風力募集容量 蓄電池容量目安 蓄電池設置時期

Ⅰ期 ＋60万kW※ 9万kW-4h程度 2022年度

Ⅱ期 ＋40万kW 6万kW-4h程度 Ⅰ期の導入状況
を踏まえ検討

※Ⅰ期の風力発電募集プロセスは2019年2月に完了し、最終的な優先系統連系希望者は15件16.2万kWとな
りました。引き続き系統側蓄電池の調達等の手続きを実施していきます。

　

【太陽光発電等の予測精度向上】
2016年度より太陽光・風力発電の発電状況を予測するシ

ステムを導入し、予測技術の検証・改良を進めてきました。
太陽光の発電量予測技術コンテスト『PV in HOKKAIDO』※

を東京電力ホールディングスと共同で実施するなど、幅広い
技術･アイディアも活用し、さらなる予測精度向上を目指して
いきます。

※前日18時までに入手可能なデータ (過去の発電実績や日射量・気温などのデータ、天気予報、統計情報など)
を組み合わせ、翌日の太陽光発電の発電量を予測する手法を募集

水力（3万kW以上）
再エネ（FIT 電気以外）
再エネ（FIT 電気）
石炭火力
石油火力
LNG
卸電力取引所・その他

再生可能エネルギー25%程度

2018年度
実績

6％
10％

9％

52％

16％

2％
5％

400
350
300
250
200
150
100
50
0 2018年度末2012年度末

（万kW）

10.410.4

2.52.5
6.96.9

28.9

152.1

44.5

166.8

2.52.522.5

159.9

※当社の電力系統（離島を除く）に連系する再エネ発電設備の容量の合計です。
※固定価格買取制度（FIT制度）導入年度と現在の比較です。

208.6

388.4

バイオマス
地熱
水力
風力
太陽光

約1.9倍

※自社電源の発電電力量と他社購入分の受電電力量の合計（離島分を含みません）。
※「再エネ（FIT電気）」とはFIT制度によって当社が買い取りした電気のことをいいます。

FIT制度は再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で買い取る国の制度。

HOKUDEN Group Report 2019
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火力発電所環境設備の性能評価に関する研究　

　当社総合研究所では石炭灰を有効利用した硫黄酸化物除去剤（脱硫
剤）を開発し、苫東厚真発電所１号機（海外炭）の乾式脱硫装置で活用
しています。発電燃料炭種の多様化に伴い石炭灰の性状も変化する
ことから、将来にわたり脱硫性能を安定的に維持するため、性能評価
装置を構築し、脱硫性能変動要因の解明などに取り組んでいます。　
　このほかに、脱硝触媒の交換時期を予測するための触媒性能評価
など、各種環境設備の安定運転に資するための化学分析や材料評価
にも取り組んでいます。

化学物質への対応

　当社は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法（PCB特措法）」に基づき、北海道内各事業所に
おいて管理責任者のもと厳重にPCBを保管・管理しています。
　高濃度PCBは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社室蘭事業所
で無害化処理を実施しています。微量PCBは、社内外のPCB処
理設備において絶縁油・変圧器の処理を適切に行っています。

PCB を含む廃棄物などの保管状況（2019年 3月末）
対象 高濃度PCB  微量PCB

絶縁油量※1 0kl 113kl

変圧器 1台 5,638台

コンデンサ 29台 524台

ウェス・汚染物など 4,767kg 14,707kg

中・小型機器など※2 724台 683台

蛍光灯安定器 69台 ―
※１：ドラム缶類で保管している量。　※２：ブッシング、計器用変成器、遮断器、継電器など。

当社保有施設における微量PCBの無害化処理

　当社は、2017年3月31日に環境大臣から無害化処理事業者
としての認定を受け、国が定めた手順などに従い、微量PCB汚
染物の無害化処理を行っています。「ほくでん苫小牧リサイク
ルセンター」では、当社が保有する絶縁油から微量のPCBが検
出された廃電気機器（微量PCB汚染物）を周辺環境へ影響を及
ぼすことのないよう、安全・確実に処理しています。

CSR行動基準
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大気汚染防止対策

【硫黄酸化物（SOx）・窒素酸化物(NOx)排出量の推移】
　火力発電所では、排煙脱硫装置や排煙脱硝装置を設置し、
SOx、NOxの排出量を低減してきました。
　近年では、原子力発電の導入により、さらに低水準を達成して
いましたが、東日本大震災以降、泊発電所の長期停止に伴い、火
力発電量が増加しているため、SOx、NOxの排出量も増加して
います。

地域環境保全に関する対応

　当社の発電所は、工事に伴う環境影響を事前に予測し、環境
影響の少ない設備や工事方法を選択して設置しています。また、
運転開始後も、火力・地熱・原子力の各発電所では地元自治体と
公害防止協定等を締結し、排ガスや排水の状態を監視しながら
公害の未然防止を図っています。さらに、各種環境法令に基づく
有害化学物質の処分や化学物質の使用量調査なども着実に進
めています。以上の取り組みにより、地域の生活環境や自然環境
と調和した事業運営を行っています。

発電所建設工事における主な環境保全措置

取り組み例

陸域環境

・地形改変や伐採を行う区域の限定
・大型機器の工場組立による現地工事の低減
・希少な昆虫や猛禽類などの保全対策
・周辺の天然植生を考慮した緑化

水環境 ・生物の生息、生育環境を撹乱しない工法の選択
・ 排水処理による水質影響の防止（pH、SS※1）

火力発電所運転時の主な環境保全対策

監視項目

大気環境 ・硫黄酸化物（SOx）・窒素酸化物（NOx）
・ばいじん

水環境 ・排水水質（pH、COD※2、SSなど）
・復水器冷却水の取放水温度差

※1 ＳＳ：水中の粒子状物質のうち、直径1mm～2mmの粒子の含有量を示し、水質汚濁の程度を表します。
※2 COD:水中の有機物などの量を示し、水質汚濁の程度を表します。

ほくでん苫小牧
リサイクルセンター
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TCFD提言※に賛同署名しました　

当社は、2019年8月、「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス）」が公表した提言の趣旨に賛同、署名するとともに、賛同企業等で構
成されるTCFDコンソーシアムへ入会することを決定しました。

様々な気候変動対策に積極的に対応していくとともに、TCFD提言
を踏まえた情報開示を行うことで、ステークホルダーとのコミュニケー
ションの促進に努めてまいります。
※TCFDは、Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。主要国の中央銀行や

金融規制当局で構成される金融安定理事会（FSB）が設置した作業部会。TCFDでは、2017年6月、
金融機関等が企業の気候関連のリスク等を適切に評価できるよう「任意情報開示フレームワーク」
を提示するとともに、開示推奨を提言。

【特定化学物質の適正管理（PRTR法への対応）】
　「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改
善の促進に関する法律（PRTR法）」に基づき、対象化学物質の排
出量・移動量を把握しています。指定数量以上の取扱いがあった
場合には国へ届出を行っています。

PRTR 法に基づく届出実績（2018年度）

物質名 届出事業所 主な用途 大気への
排出量

廃棄物として
の移動量事業所数 種類

キシレン 1 火力 発電用燃料 1,300kg 0

ダイオキシン 1 その他 廃棄物
焼却炉

0.031mg-
TEQ 0

トルエン 1 火力 発電用燃料 3,300kg 0

メチルナフタレン
4 火力

発電用燃料 1,100kg 0
1 原子力

【石綿（アスベスト）問題への対応】
　吹付け石綿の使用を確認した設備については、定期的に安全
確認を行うとともに、早期除去などの対策を実施しています。そ
の他、飛散性のない石綿を含む成形品については、修繕などに
合わせて石綿を含まない製品に交換しています。

建物および設備における主な石綿使用状況（2019年3月末）
対象 使用箇所および使用状況

石綿を含有する
吹付け

建物の吸音、断熱材、耐火材として使用

2棟

建　材
建物の耐火ボード、床材などに使用
2006年8月以前に使用された建材に含まれていると考えられる。
(それ以降は石綿含有製品は使用していない。）

防音材
変圧器の防音材（変電設備）

11台

石綿セメント管
地中線用の管路材料（送電設備）

亘長：約2.7km

保温材
発電設備（火力設備）

石綿含有製品残数：約2,700㎥（全数の約7％）

緩衝材
送電設備などの懸垂がいし

石綿含有製品残数：約636,400個（全数の約24％）

増粘材
架空送電線用の電線

電線防食剤亘長：約193.5km（架空送電線全亘長の約2.4％）

シール材・
ジョイントシート

発電設備（火力設備・原子力設備）
（火力）約25,900個（全数の約28％）
（原子力）約34,900個（全数の約64％）

循環型社会の実現に向けた活動の展開

　産業廃棄物の削減とリサイクル率の一層の向上を目指し、発
生抑制（リデュース）、再利用（リユース)、再資源化（リサイクル）の

「3R」の推進に取り組んでいます。

【石炭灰の有効利用】
　当社は、循環型社会の形成に向け、リサイクル資材である石
炭灰の有効利用に関して積極的に取り組んでいます。石炭火力
発電所では、燃料となる石炭の燃焼により大量の石炭灰が発生
します。この石炭灰は、セメント原料や路盤材などの土木・建築
分野をはじめとする多くの分野で利用されています。

産業廃棄物リサイクルの状況（2018年度）
廃棄物名 発生量（t）  リサイクル量（t）リサイクル率（％）

石炭灰 873,864 843,592 96.5%

石
炭
灰
以
外

脱硫石こう 141,732 141,711 100.0%
がれき類

（廃コンクリート柱など） 57,893 52,552 90.8%
汚泥

（排水処理汚泥など） 11,412 7,157 62.7%

金属くず 5,902 5,635 95.5%

重原油灰 3,163 3,156 99.8%

廃プラスチック 1,961 1,464 74.7%
その他

（廃油・ガラス屑など） 6,589 3,332 50.6%

合計 1,102,516 1,058,598 96.0%

3.7

140
120
100
80
60
40
20
0

100

80

60

40

20

0

（万 t） （%）

（年度）201820172010200520001995

有効利用量（万t） 最終処分量（万t） 有効利用率（％）

39.2

36.3
73.4

11.1 2.4

79.6
110.8

3.7

105.9

4.4

48.1

86.9
97.2 95.6 96.8 96.0

82.1

産業廃棄物の有効利用状況の推移

96.0%のリサイクル率達成
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環境管理※1

景観保全対策
配電線亘長（km）※2 580 600

緑化面積（千㎡） 14,696 14,781

※1 環境管理の項目は累計値
※2 景観保持などを目的とする地中工事、保守工事を実施した配電線の亘長

【経済効果】
　環境保全効果を定量的に分析した結果、火力発電所の燃料費
の低減などが多くを占めており、2018年度の経済効果は115
億円となりました。

( 億円 )
分類 具体的内容 2017年度 2018年度

地球温暖化対策 火力発電所の燃料費低減額 98.5 105.8

循環型社会形成

リサイクルに伴う
有価物の売却額 6.2 3.8

リサイクルに伴う新品購入費
用・廃棄物処理費用の節減額 7.3 5.5

合計 112.0 115.1 

【環境保全コストと経済効果について】
　環境保全コストの変動は、発電所の運営などが影響していま
す。2018年度の環境保全コストは、経営効率化による発電所修
繕費の低減などにより、2017年度に比べ僅かに減少していま
す。一方経済効果が増加したことから、費用対効果は、5％程度
向上しています。引き続き経営効率化に努め、費用対効果の高
い環境保全活動を行ってまいります。

分類 2017年度 2018年度 増減率
①環境保全
コスト（費用） 183.7億円 181.1億円 △1.4％

②経済効果 112.0億円 115.1億円 ＋2.7％

費用対効果
（②÷①） 0.60 0.63 ＋5％

海外での取り組み

　世界規模で環境規制が強化されているなか、日揮株式会社が
中国で導入を進めている脱硫・脱硝一括システムに、当社が保有
する「石炭灰利用乾式脱硫技術」が採用されています。
　この技術は、石炭火力発電所から排出される石炭灰の有効利
用を図るために当社が独自に開発し、1991年に苫東厚真発電
所1号機に初めて設置したものです。石炭の燃焼で発生する排
ガス中の硫黄酸化物を大幅に減少できることに加え、大量の水
を必要としないという特長があります。
　今後は、中国の各地域に加えて、水資源の確保が難しい国へ
の導入も期待されており、当社は引き続き技術協力することで、
地球規模での環境保全に努めていきます。

CSR行動基準

環境会計の活用
　当社では、環境省の「環境会計ガイドライン」に準拠した環境
会計を2003年度から導入しています。環境に配慮した事業活動
を推進するにあたり、環境保全コストおよび効果を可能な限り定
量的に把握・分析し、公表しています。

〔算定の考え方〕
・範囲：当社（グループ会社分を一部含む）
・基準：環境省環境会計ガイドライン2005年度版を参考

【環境保全コスト】
　環境保全に対する設備投資額や費用を算定しています。投資
額は、設備更新時期の最適化などにより、2017年度に比べ22
億円減少しました。費用額は、経営効率化による発電所修繕費の
低減などにより、2017年度に比べ2.6億円減少しました。

( 億円 )

分類 投資 費用
2017年度 2018年度 2017年度 2018年度

地球温暖化対策 5.6 8.0 7.0 5.7

地域環境保全 26.3 12.0 68.2 61.6

循環型社会形成 9.9 0.7 65.3 70.1

環境管理 4.1 2.9 27.5 28.2

環境リレーション 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 0.0 0.0 15.7 15.5

合計 45.9 23.6 183.7 181.1

※費用には減価償却費は計上しておりません。

【環境保全効果】
　CO2排出係数など環境保全効果を算定しています。泊発電所
の長期停止により、供給不足分について火力発電での代替を余
儀なくされたことから、CO2、SOXおよびNOXの排出量は高止ま
りしています。環境特性に優れたLNG火力発電所（石狩湾新港
発電所）の安定運転などにより、これらの排出量は今後低減して
いく見込みです。
　2018年度末の緑化面積は14,781千㎡となり、東京ドーム約
316個分にあたります。

分類 具体的内容 2017年度 2018年度

地球温暖化対策

CO₂排出係数
（kg-CO₂／kWh）
（　）内は、基礎排出係数

0.678
（0.666）

0.656
（0.643）

SF₆回収率
（％）

機器点検時 99 99

機器撤去時 99 99

地域環境保全
SOx排出原単位（g／kWh） 0.89 0.83
NOx排出原単位（g／kWh） 0.65 0.61

循環型社会形成
リサイクル量（万t） 110.8 105.7 

最終処分量（万t） 3.7 4.3



標示管を設置した電線の脇を飛ぶタンチョウ

建設廃材等を利用した小型哺乳類の
棲み家（エコスタック）を利用するエゾ
リス

「止まり木」を選んで羽を休めるシマフクロウ

現地で採取した複数の種を用いた自
然の森林再生に近い緑化法の採用

標示管
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【水力発電所周辺の生態系保全】
　支笏洞爺国立公園に隣接する京極発電所（純揚水式水力）の
建設工事では、北海道最古の山地湿原である京極湿原の生態系
を保全するため、工事区域の調整や動植物の保全など多面的な
対策を施し、その影響を最大限回避できたことが評価され、（公
社）土木学会の「平成29年度土木学会環境賞」を受賞しました。

【発電所建設時の環境アセスメント】
　発電所の建設が環境に及ぼす影響を環境影響評価法などに
基づき事前に調査、予測し、その結果を環境保全措置に反映す
ることによって生態系の保全に配慮しています。

植樹活動

　当社は、地域の森林づくりのお手伝いをしており、北海道内各地で
植樹活動を行っています。安平町では、これまでの間に約10万本の
植樹を行いました。

HOKUDEN Group Report 2019

生物多様性保全への取り組み

　当社は、雄大な土地と多様な野生生物に恵まれた北海道の自
然と共生する事業運営に努めてきました。
　これからも、新たな電力設備の建設時には環境影響予測やモ
ニタリングに基づき環境保全対策を適切に施したり、既設電力
設備が原因となる生態系への影響を軽減する対策設備を開発
する等、生物多様性の保全に配慮しながら電力の安定供給責任
を果たしてまいります。

【送配電設備による鳥類感電事故の防止】
　鳥類が電柱に巣を作ったり電線に衝突することで停電を引き
起こすことがありますが、国の天然記念物に指定されているタ
ンチョウやシマフクロウなどの希少鳥類も感電し死に至ることが
あります。
　当社は、関係官庁や専門家から助言を得て、飛翔中の鳥が送
配電線を認識し衝突を回避できるような「標示管」や、鳥を感電
しない場所に誘導する「止まり木」を設置するなど、動物を保護し
つつ電力の安定供給を維持する対策について検討しています。

発電所建設予定地周辺の海域生物の
事前調査
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コンプライアンスを
あらゆる場面で徹底します。

　ほくでんグループはコンプライアンス（法令・社内規程・企業としての倫理の遵守）を実践することが自らの責務であることを常に
意識して行動します。個人情報をはじめ会社が保有するあらゆる情報を適正に管理し、社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社
会的行為に対しては、毅然とした態度で対応します。

コンプライアンス推進の取り組み

CSR行動基準

　当社は、「コンプライアンス行動指針」を制定し、当社役員・従
業員がそれぞれの活動や業務のあらゆる場面においてコンプラ
イアンスを強く意識して行動するよう求めています。
　コンプライアンスの推進にあたっては、社長を委員長とする
企業倫理委員会のもと、総務部企業行動室・流通総務部が事務
局となって、コンプライアンス教育・研修の実施、社内・グループ
各社におけるコンプライアンスの取り組みへの支援などを行っ
ています。企業倫理委員会は、コンプライアンスに反する事案へ
の的確な対応・再発防止に向けた取り組みなど、ほくでんグルー
プにおけるコンプライアンスに関わる取り組みを円滑かつ効果
的に推進することを目的として設置しており、四半期毎に定例委
員会を開催しています。
　また、コンプライアンスは業務運営と密接不可分であること
から、企業行動マネージャー※と事務局が連携しています。各職
場では、企業行動マネージャーを中心としてコンプライアンスの
浸透・定着を図っています。具体的には、コンプライアンス違反
事例等をまとめた教材を使った「職場OJT」（四半期単位で実施） 
のほか、全従業員対象の「eラーニング」（年1回、5,605名受講）、
事務局が講師を務める職場単位や階層別の「コンプライアンス
研修」（年100回、延べ4,313名受講、グループ各社での実施を
含む）を実施しています（2018年度実績）。

コンプライアンス相談窓口

　当社が開設している「コンプライアンス相談窓口」は、職場や
業務における、従業員によるコンプライアンス違反行為等の相
談を受け付けています。受け付けた相談については、事実調査
の後、相談者の意向を踏まえて問題への対応を行います。
　ほくでんグループ各社の従業員も利用可能で、コンプライア
ンスに関する情報を広く収集できる体制となっています。
　なお、これまで相談のなかで重大なコンプライアンス違反が
確認されたものはありませんでした。

コンプライアンスの推進体制

「コンプライアンス相談窓口」受付件数

コンプライアンスに関する全従業員アンケートの結果
（2019年1月実施）

「はい」 99.5％日頃からコンプライアンス意識を持って
行動していますか（グループ本社）

CSR委員会

企業倫理委員会

社長（委員長）、副社長、人事労務担当役員、
コンプライアンス担当役員、
送配電カンパニー社長、外部有識者、
北海道電力労働組合本部執行委員長、
常勤監査役（オブザーバー）

教育・研修情報共有

相談

各部室・
事業所

報告

連絡

報告・相談 教育

指導

報告・
審議要請

指示

事務局
（総務部企業行動室・流通総務部）

[構成]

コンプライアンス相談窓口

企業行動マネージャー※

職場管理者

従業員

・2018年度　26件　

・2017年度　30件

左記件数には、匿名（当社・グループ各社
従業員と特定できない方など）のお申し
出・ご相談を含みます。

コンプライアンス研修

※各部室・事業所を統括する管理職を企業行動マネージャーとして設置（103名・2019年3月末時点）



各部室・
事業所

情報セキュリティ統括管理責任者（情報通信部担当役員）

社  長

情報セキュリティ管理責任者（各部室長・事業所長）

情報セキュリティ職場管理者（GL、課長等）

情報セキュリティ統括管理箇所の長（情報通信部長）
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個人情報保護の取り組み

　当社は、個人情報保護の取り組みを全社的に推進していくた
め、コンプライアンス担当の役員をトップとした体制を構築する
とともに、個人情報保護法などの関係法令に基づいて社内ルー
ルを整備し、委託先への監督やｅラーニング・研修を通じた従業
員教育を定期的に実施しています。

情報セキュリティ基本方針

　当社は、電力の安定供給のため、情報セキュリティの取り組み
を確実に進めています。近年、脅威が増大しているサイバー攻
撃への対策として、さらなる情報セキュリティレベルの維持・向
上を図りつつ、ＰＤＣＡサイクルに基づく情報セキュリティマネジ
メントを推進していきます。

情報セキュリティ管理体制

　当社の管理体制は、情報通信部担当役員を「情報セキュリティ
統括管理責任者」に配置した上で、情報通信部を「情報セキュリ
ティ統括管理箇所」、本店各部室・事業所には管理箇所として「情
報セキュリティ管理責任者」および各職場には取り組みを推進す
る「情報セキュリティ職場管理者」を配置しています。

情報セキュリティ対策の取り組み

　当社は電気事業を営む重要インフラ事業者としてサイバー攻
撃を大きな脅威の一つと認識し、関係法令や社内規程等に則り、
以下のような取り組みを行っています。
①運用管理面の対策（組織的・人的安全管理措置）

 　また、「個人情報保護方針」を制定し、当社の取り組み内容や
個人情報の利用目的を社外に公表するとともに、「個人情報相
談窓口」を設置して、当社の個人情報の取扱いについて社外の
方からの意見や質問を受け付けています。

　「情報セキュリティ規程」等の社内規程の整備を行い、従業員
へのセキュリティ教育・周知徹底等の措置および外部記憶媒
体の原則利用禁止、記憶媒体の管理状況の記録簿管理など
情報管理の指導徹底を行っています。

②人為的システム侵害に対する物理的・技術的安全管理措置
　システムへの不正侵入防止、システムに対する攻撃および重

要データの破壊・改ざん防止のために適切な防御措置を講じ
ています。

　また、情報流出・漏洩防止のため、従業員が利用するパソコン
についてハードディスクの自動暗号化対策および外部記憶媒
体へファイル書き出しの際に暗号化を行うソフトウェアを導入
するなど適切な措置を講じています。

③脆弱性を狙った社外からの脅威への備え
　USBメモリの使用を原則禁止としているほか、社外のホーム

ページの閲覧をフィルタリングにより制限したり、社外からの
メールの添付ファイルをウイルスチェックすることで社外との
データを安全にやりとりする仕組みとし、脆弱性を狙った社外
からの脅威に備えています。

グループ全体の情報セキュリティの取り組み

　当社は、グループ全体の情報セキュリティに関わる管理体系
を整備するとともに、グループ全体に共通する情報セキュリティ
対策を計画・推進しています。
　また、グループ全体の情報セキュリティの維持・向上およびグ
ループ各社が情報セキュリティ対策を統一的かつ確実に実施す
るため、「ほくでんグループ情報セキュリティ基準」を制定し、本基
準に基づき、グループ各社は各種安全管理措置を講じています。
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コーポレートガバナンス

　当社は、「人間尊重」「地域への寄与」「効率的経営」の経営理念のもと「地域社会の持続的発展なくしてほくでんグループの
発展はない」と認識し、社会の一員としての責務を確実に果たすとともに電気を中核とする商品・サービスを提供し、持続的な成
長、企業価値の向上を図っています。

コーポレートガバナンスの体制

取締役会（取締役）
12名（社外2名）

監査役会（監査役）
5名（社外3名）

監査役室

会計監査人

業務執行部門

グループ各社

担当執行役員等

本店、支店、支社、発電所 等

人事・報酬諮問委員会

内部監査部門

内部監査室

原子力監査室

流通内部監査室

報告付議・報告

付議・報告選定・解職・監督

指示

内部監査

内部監査

統制

選任・解任 選任・解任 選任・解任

株主総会

諮問

答申

付
議・報
告

指
示・監
督

報
告

情
報
連
携

監査

監査

情報連携

代表取締役

業務執行会議

各種
会議体※

情
報
連
携

報
告

会
計
監
査
　

相
当
性
の
判
断

※ＣＳＲ委員会、企業倫理委員会、リスクに関する委員会 等

コーポレートガバナンスの体制
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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　企業価値の向上に向けた取り組みを推進していくためには、
透明・公正かつ迅速果断な意思決定を支えるコーポレートガバ
ナンスの充実に取り組むことが不可欠との基本的な考えのも
と、以下の基本方針に基づき積極的に取り組んでいます。

（１）株主さまとの適切な協働
  ａ．株主さまの権利の確保
　　 当社は、すべての株主さまに対し、その株式の内容および

持分に応じて平等であることを基本とし、株主総会における
議決権をはじめとする株主さまの権利が適切に確保される
よう、法令等に基づき適正な対応を行います。

  ｂ．株主さまとの対話
　　 当社は、適時・適切かつ公平な情報開示や事業活動を広く

ご理解いただくための情報発信に努めるとともに、株主・投
資家の皆さまとの継続的な対話を通じて信頼関係を構築し
ていきます。

（２）株主さま以外のステークホルダーとの適切な協働
　　 当社は、事業活動全般にわたり企業の社会的責任を意識し

た行動を実践するため「ほくでんグループＣＳＲ行動憲章」を
定め、株主さまのほか、従業員、お客さま、取引先さま、地域
社会の皆さまをはじめとする様々なステークホルダーとの協
働に努めます。

（３）適切な情報開示と透明性の確保
　　 当社は、株主さまをはじめとするステークホルダーに対し、

財政状態・経営成績等の財務情報や経営戦略・経営課題、リ
スクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令
等に基づく開示を適時・適切に行うとともに、法令等に基づく
開示以外の情報提供にも努めます。

（４）取締役会等の責務
　　 当社は、取締役・監査役制度のもと、電気事業における経営

環境の変化に迅速に対応するとともに、株主さまに対する受
託者責任、説明責任を認識し、持続的な成長、企業価値の向
上を図ります。また、透明性の高い経営を目指し、独立社外役
員がその役割、責務を適切に果たすことができるよう、仕組
みや支援の充実に努めます。

重要事項の審議・業務執行について

　取締役会を原則として毎月1回開催し、重要な業務執行に関
する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告
を受け、取締役の職務の執行を相互に監督しています。取締役
12名のうち2名が社外取締役、男性11名・女性1名の構成です。
　また、役付執行役員等で構成する業務執行会議を原則として
毎週1回開催し、グループ経営全般に関する方針、計画ならびに
業務執行に関する重要事項の審議を行っています。このほか、コ
ンプライアンス、リスク管理等の経営における重要課題につい
て、会社全体としての方向性等を審議、調整するため、会議体を
設置しています。
　さらに、執行役員制度を採用して、取締役の意思決定・監督機
能を強化し、あわせて業務執行の迅速化、効率化を図っていま
す。
　業務執行にあたり、法律的な判断の参考とするため、顧問弁
護士をはじめ、各種法律に精通した弁護士から、適宜、助言等を
得る体制としています。
　内部監査部門に専任スタッフを配置し、業務執行の効率性、適
法性等に係る内部監査および財務報告に係る内部統制の評価
を行う体制としています。内部監査部門は、グループ会社に対す
る内部監査を含め、監査結果等について、社長に報告するほか、
監査役へ報告を行っています。
　内部統制システムについては、「業務の適正を確保するための
体制に関する基本方針」を定め、この基本方針にしたがい整備・
運用しています。
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監査・監督について

　監査役の監査に関しては、監査役が、監査役会で定めた監査
の方針等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役
等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務
および財産の調査等により監査しています。監査役は、5名のう
ち3名が社外監査役、男性4名・女性1名の構成です。また、監査
役の監査業務を支援する専任スタッフを配置しています。監査
にあたっては、会計監査人および内部監査部門との連携を密に
して、監査業務の効率化を図っています。
　会計監査に関しては、会計監査人としてEY新日本有限責任
監査法人が監査を実施しています。
　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、藤原明、白羽
龍三、藤森允浩の3名であり、EY新日本有限責任監査法人に所
属しています。会計監査業務にかかわる補助者は、公認会計士6
名、その他17名です。

取締役会の実効性評価

　年1回、取締役・監査役が出席し、取締役会の構成、運営、議
題、取締役会を支える体制という4つの大項目を中心に取締役
会の実効性評価について意見交換を行っています。
　2019年５月に実施した評価の結果、当社の取締役会は概ね
適切に機能していることが確認されました。
　意見交換において、社外役員への社業説明については取締
役会付議事項の事前説明などが丁寧に実施されていること、施
設視察が社業理解に役立っていること、加えて前年度に提言が
あった泊発電所に関する原子力規制委員会の審査状況の情報
提供に関しては適切に実施されているとの評価がありました。一
方、ＩＲ関連では説明会における質疑内容などさらなる情報提供
を、また分社化以降も送配電会社を含めたリスクに関する情報
共有を求める意見がありました。
　取締役会としては、提言内容について改善を図るとともに、取
締役会の実効性を高め、さらなる企業価値の向上に取り組んで
いきます。

社外取締役・社外監査役の選任について

　当社は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数
以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の
是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外
取締役を2名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場か
ら経営に対する監督について実効性確保に努めてきました。

　社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、
取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を
通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言があります。
　当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社
からの独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選
任にあたっては、会社法第2条第15号または同第16号ならびに
東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立役
員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等
を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしてい
ます。

取締役および監査役の報酬等の
決定に関する方針

　取締役および監査役の報酬を決定するにあたっての方針と手
続きは次のとおりであり、独立社外役員を過半数とする人事・報
酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬決定にあたって適切な関
与・助言を得ることとしています。

【取締役】
　 取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬（固定）および
賞与により構成しています。

　 基本報酬については、各取締役の職責および成果、中長期的
な業績見通し、各事業年度の業績、電気事業が公益事業である
ことなどを勘案したうえで、株主総会決議の報酬限度額の範囲
内で、独立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会の審
議を経て、独立社外取締役および独立社外監査役も出席する
取締役会において支給額を決定します。

　 賞与については、各事業年度の業績を勘案し、支給の都度株
主総会で総額を決議したうえで、独立社外役員を過半数とする
人事・報酬諮問委員会の審議を経て、独立社外取締役および独
立社外監査役も出席する取締役会において支給額を決定しま
す。

　 社外取締役については、賞与を支給せず基本報酬のみを支
給します。会社業績に左右されにくい報酬体系とすることで経
営に対する独立性を担保しています。

【監査役】
　 監査役の報酬は、基本報酬のみとし、賞与は支給しません。会
社業績に左右されにくい報酬体系とすることで経営に対する
独立性を担保しています。支給額については、株主総会決議の
報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定します。
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社外取締役の選任理由と活動状況　

社外監査役の選任理由と活動状況

氏　名 選任の理由 2018年度の活動状況

市 川 　 茂 樹 弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を当社経営に活かしていただくことを期待して選任しています。 取締役会13回すべて出席

鵜 飼 　 光 子 学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を当社経営に活かしていただくことを期待して選任しています。 取締役会9回すべて出席※

※2018年6月就任後の実績

氏　名 選任の理由 2018年度の活動状況

長 谷 川 　 淳 学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、より広い見地から当社の経営を監査していただくことを
期待して選任しています。

取締役会13回すべて出席
監査役会10回すべて出席

成 田 　 教 子 弁護士としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、より広い見地から当社
の経営を監査していただくことを期待して選任しています。

取締役会13回すべて出席
監査役会10回すべて出席

藤 井 　 文 世 会社役員としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、より広い見地から当
社の経営を監査していただくことを期待して選任しています。

取締役会13回すべて出席
監査役会10回すべて出席

企業グループにおける業務の適正の確保

　当社とグループ各社は、グループ経営方針、グループ運営に
関する規範に基づき、報告等を通じて密接な連携のもと業務を
執行しています。
　当社とグループ各社は、グループのコンプライアンス等に関

する方針を共有し、また、グループ各社は、リスク管理、取締役の
職務の執行が効率的に行われること、取締役および従業員の職
務の執行が法令および定款に適合すること等、業務の適正を確
保するための体制・仕組みを整備し、適切に運用しています。

取締役
（社外）

市 川  茂 樹

取締役
常務執行役員
松 原  宏 樹

取締役副社長
副社長執行役員
阪 井  一 郎

取締役副社長
副社長執行役員
氏 家  和 彦

取締役
会長

真 弓  明 彦

取締役社長
社長執行役員
藤 井  裕

取締役
常務執行役員
瀬尾 英生

取締役
常務執行役員
魚 住  元

取締役
常務執行役員
藪 下  裕 己

取締役
常務執行役員
舟 根  俊 一

取締役
常務執行役員
上 野  昌 裕

取締役
（社外）

鵜 飼  光 子

取締役および監査役　（2019年6月26日現在）

常任監査役／古 郡  宏 章 ・ 秋 田  耕 児 　　監査役（社外）／長 谷 川  淳 ・ 成 田  教 子 ・ 藤 井  文 世

※取締役会長、取締役社長、取締役副社長は代表取締役です。
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概要（2019年3月31日現在）

●会社名 北海道電力株式会社

●所在地［本店］ 〒060-8677 札幌市中央区大通東１丁目２番地
TEL：011-251-1111（代表）

●設立年月日 1951年5月1日

●資本金 114,291百万円

●総資産 1,886,795百万円

●販売電力量 低圧 11,673百万kWh

高圧/特別高圧 11,101百万kWh

合計 22,774百万kWh

●従業員数※ 5,617名

●ホームページアドレス https://www.hepco.co.jp/

※就業人数であり、出向者および休職者等を除く

株式情報（2019年3月31日時点）

●株主数 普通株式 77,291名
B種優先株式 2名

●発行可能株式総数 4億9,500万株

●発行済株式総数 普通株式 2億1,529万1,912株
B種優先株式 470株

●独立監査法人 EY新日本有限責任監査法人

●上場金融商品取引所 ・東京証券取引所（市場第一部）
・札幌証券取引所

●株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

企業情報・財務情報

プロフィール（単独）

大株主一覧（2019年3月31日時点）

（１）普通株式
株主名 持株数（千株） 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
（信託口） 14,125 6.87％

株式会社北洋銀行 10,215 4.97％

日本生命保険相互会社 7,231 3.52％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口） 5,911 2.88％

北海道電力従業員持株会 4,338 2.11％

株式会社みずほ銀行 4,226 2.06％

株式会社北海道銀行 4,131 2.01％

明治安田生命保険相互会社 4,048 1.97％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口５） 3,685 1.79％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口９） 3,263 1.59％

（注）持株比率は、発行済株式総数から自己株式9,782,389株を控除して計算し
ています。

（２）Ｂ種優先株式
株主名 持株数(株) 持株比率

株式会社日本政策投資銀行 400 85.11％

株式会社みずほ銀行 70 14.89％

所有者別株式数の分布

（年 /月末）
2019/32018/32017/32016/32015/3
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礼文

沓形

清川

焼尻

仁宇布川

朱鞠内
雨竜

愛別 安足間

滝の上
濁川

湧別川
瀬戸瀬

下津別
秋の川

津別

上飽別
飽別
徹別
蘇牛

音別

本別太陽の丘

ワインの里池田
奥沙流
奥新冠
新冠

下新冠 東の沢
高見

春別
双川

日高
岩知志
二風谷

苫小牧 岩清水

藻岩
豊平峡 藻岩浄水場

砥山
小樽内

比羅夫 定山渓
蘭越 寒別
昆布

虻田 洞爺

豊浦 壮瞥

ピリカ

森
磯谷川第二
磯谷川第一
七飯

知内

相沼内

新北海道本州間
連系設備（新北本）

北海道・本州間
電力連系設備

大野

伊達

久保内

泊

京極

苫東厚真

共発

静内

右左府

上川
真勲別
層雲峡
ユコマンベツ
大雪

芦別 新忠別
忠別川

志比内

砂川

京極名水
の郷

奈井江

石狩湾新港
京極3号機（建設中） 野花南

滝里
金山

富村
十勝

上岩松
新岩松

鴛泊

江卸
然別第二

然別第一

奥尻
ホヤ石川 送配電設備

・送電線亘長：  8,451km
支 持 物 数：  45,674基

・変 電 所： 372ヵ所 22,994MVA

・配電線亘長：  68,282km
支 持 物 数：  1,482,778基

原 子 力 発 電 所： 1ヵ所 2,070MW
地 熱 発 電 所： 1ヵ所 25MW
太 陽 光 発 電 所： 1ヵ所 1MW

合　　　　計： 71ヵ所 8,380MW

当社発電設備

水 力 発 電 設 所： 56ヵ所 1,650MW
火 力 発 電 所： 12ヵ所 4,634MW
汽 　 　 　 　 力： 6ヵ所 3,900MW
コンバインドサイクル： 1ヵ所 569MW
ガ ス タ ー ビ ン： 1ヵ所 148MW
内 燃 力： 4ヵ所 17MW

水力発電所
グループ会社水力発電所
火力発電所
グループ会社火力発電所
原子力発電所
地熱発電所
太陽光発電所
グループ会社太陽光発電所

変電所
開閉所
変換所
送電線（27万5,000V）
送電線（18万7,000V）
送電線（10万～11万V）
送電線（直流）
他社送電線

主な供給設備 （2019年3月31日現在）
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ほくでんグループの主な供給設備
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主な事業所（本・支店、支社） （2019年8月末現在）

本 店 札幌市中央区大通東1丁目2番地

旭 川 支 店 旭川市4条通12丁目1444番地の1

北 見 支 店 北見市北8条東1丁目2番地1

札 幌 支 店 札幌市中央区大通東1丁目2番地

岩 見 沢 支 店 岩見沢市9条西1丁目12番地の1

小 樽 支 店 小樽市富岡1丁目9番1号

釧 路 支 店 釧路市幸町8丁目1番地

帯 広 支 店 帯広市西5条南7丁目2番地1

苫 小 牧 支 店 苫小牧市新中野町3丁目8番7号

室 蘭 支 店 室蘭市寿町1丁目6番25号

函 館 支 店 函館市千歳町25番15号

東 京 支 社 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル内

北海電気工事（株）
電気工事、電気通信工事

北電興業（株）
建物の総合管理、土木・建築工事

北電総合設計（株）
土木・建築・電気・環境に関する 
総合建設コンサルタント

北海道パワー 
エンジニアリング（株）
電力の販売、発電所の定期点検・
保守・補修工事

苫東コールセンター（株）
海外炭の受入れ・保管・払出し

ほくでんエコエナジー（株）
電力の販売

ほくでんサービス（株）
電力量計の検針、料金請求

北海道総合通信網（株）
通信回線専用線サービス、 
インターネットサービスの提供

ほくでん情報テクノロジー（株）
情報処理システムの企画・設計、 
ソフトウェア開発

（株）ほくでんアソシエ
デザイン・印刷・製本、ノベルティ・
ギフト商品類の販売

石狩LNG桟橋（株）
LNG燃料の受入設備の賃貸

北海道電力送配電事業 
分割準備（株）
一般送配電事業の分社化に向けた
準備

北海道レコードマネジメント（株）
文書管理業務の受託、 
コンサルティング

グループ会社一覧 （2019年8月末現在）



原子力発電の状況

　当社は、泊発電所の安全確保を経営の最重要課題と位置づけ、社長のトップマネジメントの
もと、「安全性向上計画」に基づき、安全性のより一層の向上に取り組んでいます。具体的に
は、原子力発電所の新規制基準への適合はもとよりさらなる安全性・信頼性向上に向けた安
全対策工事や、重大事故などを想定した原子力防災訓練の実施など、安全対策の多様化や重
大事故等対応体制の強化・充実に取り組んでいます。また、2013年7月の新規制基準の施行を
受け、原子炉設置変更許可申請などを提出し、適合性審査への対応に取り組んでおり、「発電
所敷地内断層の活動性評価」「積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価」「地震に
よる防潮堤地盤の液状化の影響評価」「津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への
影響評価」などへの対応を進めています。
　しかしながら、今後の審査の状況などによって泊発電所の停止がさらに長期化し燃料費の
増大が続く場合などには、業績に影響が及ぶ可能性があります。 

設備障害
　発電設備や流通設備については、点検・保守の着実な実施などにより設備の信頼性維持に
努めていますが、自然災害や故障等により設備に障害が生じた場合には、その復旧工事や発電
所の停止に伴う他の発電所の焚き増しなどのために費用が増加する可能性があります。

販売電力量の変動
　他事業者との競争の進展や、景気の影響による経済活動・生産活動の低下、省エネルギーの
進展、気温の影響などにより販売電力量が変動した場合には、業績に影響が及ぶ可能性があ
ります。 

電気事業を取り巻く制度の変更等

　電力システム改革におけるさらなる競争活性化等に向けた市場・ルールの整備など、電気事
業に関わる国の制度変更により、業績に影響が及ぶ可能性があります。原子力発電や原子力
バックエンド事業などについて制度見直しや費用の変動などがあった場合にも、業績に影響が
及ぶ可能性があります。
　また、全国の電気事業者からなる「電気事業低炭素社会協議会」の一員としてＣＯ２排出原
単位の低減に努めていますが、地球温暖化防止に関する環境規制などが導入された場合は、
業績に影響が及ぶ可能性があります。

降雨降雪量の変動 　年間の降雨降雪量により、豊水の場合は燃料費の低減要因、渇水の場合は燃料費の増加要
因となることから、業績に影響が及ぶ可能性があります。

燃料価格の変動

　燃料購入費用については、燃料価格および為替レートの変動により影響を受けます。そのた
め、バランスのとれた電源構成を目指すとともに、燃料購入における契約方法の多様化などに
よって価格変動のリスク分散に努めています。また、燃料価格の変動を電気料金に反映させる
「燃料費調整制度」がありますが、燃料価格の著しい変動などにより、業績に影響が及ぶ可能
性があります。 

金利の変動

　ほくでんグループの有利子負債残高は、2018年度末で1兆4,007億円であり、今後の市場金
利の動向によっては、業績に影響が及ぶ可能性があります。
　ただし、ほくでんグループの有利子負債残高の大部分は固定金利で調達していることなどか
ら、業績への影響は限定的と考えられます。 

電気事業以外の事業
　電気事業以外の事業については、事業内容の事前評価、事業運営の適切な管理に努めてい
ますが、事業環境の悪化などにより、当初の見込みどおりの事業遂行が困難になる可能性があ
ります。

情報の管理
　ほくでんグループが保有するお客さま等に関する業務情報については、情報セキュリティの
確保や社内ルールの整備、従業員教育の実施により厳正な管理に努めていますが、情報流出
により問題が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影響が及ぶ可能性があります。 
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事業等のリスク
ほくでんグループの業績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。 
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年6月27日）現在において判断したものです。 
ほくでんグループでは、これらのリスクを認識した上で、発現の回避や発現した場合の対応に努めてまいります。 
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統合報告書 財務関係データ掲載項目

主要な財務データ（連結）

2014 2015 2016 2017 2018

営業収益（売上高）（百万円） 692,925 724,111 702,776 733,050 752,238

営業損益（百万円） 4,750 43,100 27,443 33,726 42,217

経常損益（百万円） △ 9,343 28,062 12,603 19,421 30,181

親会社株主に帰属する当期純損益（百万円） 2,938 21,276 8,793 16,549 22,357

RＯE（％）（※1） 1.88 11.68 4.69 8.48 10.69

1株当たり当期純利益（円／株）（※2） 14.30 94.49 34.09 71.84 101.93

1株当たり配当金（普通株式）（円） － 5 5 5 10

1株当たり配当金（Ａ種優先株式またはＢ種優先株式）（円） － 7,781,358 3,800,000 3,800,000 3,800,000

設備投資額（百万円） 124,594 156,402 162,192 139,141 137,695

総資産額（百万円） 1,815,675 1,826,141 1,829,539 1,915,908 1,954,981

純資産額（百万円） 188,392 197,222 200,022 212,991 228,417

自己資本比率（％） 9.81 10.21 10.32 10.51 11.09

有利子負債残高（百万円） 1,298,104 1,289,040 1,355,962 1,426,808 1,400,740

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 94,331 115,972 67,081 107,054 113,808

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 114,154 △ 149,013 △ 145,216 △ 145,355 △ 126,932

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 50,763 △ 10,169 57,357 66,360 △ 31,238

　

※1　自己資本については、純資産額から非支配株主持分を差し引いた値を用いて算定しています。
※2　1株当たり当期純損益は、親会社株主に帰属する当期純損益から当期に帰属する優先配当額を差し引いて算定しています。
※3　2014年度までは他社受電分を含みます。2015年度からは自社分のみ（離島分を含みます）。
　　  新エネ等は、地熱、風力（2014年度のみ）、太陽光（2015年度から）を計上しています。
※4　端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。
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主要な非財務データ

2014 2015 2016 2017 2018

販売電力量（百万kWh）

低圧 13,665 13,444 13,315 12,628 11,673

高圧･特別高圧 16,145 15,148 13,491 12,178 11,101

合計 29,810 28,592 26,806 24,806 22,774

発受電電力量（百万Wh）

水力 3,394 3,502 3,846 3,279 4,083

火力 22,804 22,158 20,569 21,029 19,082

原子力 0 0 0 0 0

新エネ等 162 131 135 148 145

融通・他社受電
（上段：受電、下段：送電）

7,119 6,692 7,381 6,822 6,829

△ 298 △ 463 △ 1,923 △ 3,305 △ 4,311

揚水発電所の揚水用電力量 △ 47 △ 120 △ 200 △ 239 △ 325

合計 33,134 31,900 29,808 27,734 25,503

発電容量（千kW）（※３）

水力 1,774 1,647 1,648 1,648 1,650

石油 2,231 1,964 1,964 1,815 1,815

石炭 2,430 2,250 2,250 2,250 2,250

LNG － － － － 569

新エネ等 43 26 26 26 26

原子力 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070

合計 8,548 7,957 7,958 7,810 8,381

出水率（％） 97.9 99.8 111.5 94.9 112.6

CO２排出係数 0.688 0.676 0.640 0.678 0.656

従業員数（単独・人） 5,407 5,383 5,389 5,284 5,285

従業員数（連結・人） 11,027 10,985 10,985 10,962 10,937
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