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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。

私たちは、上記経営理念のもと、「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。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）。また、TCFD
提言に賛同する企業などで組織するTCFDコンソーシアムにも
参加しています。詳細はP43〜P45に掲載しています。

当社では、次のイニシアティブなどに参加しています。

米国サステナビリティ会計基準審議会
（SASB）。SASBスタンダードに基づく情
報開示は、P77〜P80に掲載しています。

CDPは英国に本部を置く環境NGO。当社
では2020年度からCDPの気候変動質問
書に回答しています。

人間尊重 効率的経営地域への寄与



2HEPCO Group Report 2021

　ほくでんグループレポートは、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、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。
　2021年度版においては、ほくでんグループが目指す2050
年カーボンニュートラルに向けた取り組みをご紹介するととも
に、2021年5月に創立70周年を迎えたほくでんグループの
1951年の創業からこれまでの軌跡を振り返っています。また、
ほくでんグループのＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）それぞれの
活動について、内容を掘り下げてご説明しています。
　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
ください。

編集方針
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21 泊発電所の早期再稼働と安全性向上に向けた取り組み

23 不断の効率化・費用低減に向けて

25 電力などの契約獲得・維持に向けた取り組み

27 カーボンニュートラル等の課題解決に向けた研究開発
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61 　ガバナンス（Governance）

73 　ESG情報ハイライト

75 ほくでんグループCSR行動憲章

76 事業等のリスク

77 SASB INDEX

81 財務情報

91 企業情報

93 ほくでんグループの主な供給設備

【発  行  時  期】 2021年9月
【対  象  期  間】 2020年4月1日～2021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

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異なる可能性があります。



観光

自然
北海道の面積は日本国土の約22％に相当
します。この広大で四季の豊かな大地に、
多様な動植物が生息しています。

世界遺産に指定された知床をはじめとした
豊かな自然、温泉や旬の食材が、国内外の
人々を魅了しています。

北海道私たちの
事業基盤
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スポーツ

農
林
水
産
業

夏は涼しく、冬は積雪がある北海道で
は、四季を通じて多くの人々が様々なス
ポーツを行っています。東京オリンピッ
クのマラソンや競歩も、北海道で行われ
ました。

北海道は周囲を日本海、オホーツク海、
太平洋に囲まれており、水産資源が豊富
です。また、その広大な土地を活かした稲
作、畑作、酪農も盛んです。

産出額における北海道の
都道府県別順位および全国でのシェア

さけ・ます類 1位 88.1％

さんま 1位 39.0％

かに類 1位 28.7％

ほたてがい 1位 99.6％

うに類 1位 66.6％

こんぶ類 1位 95.4％

米 2位 7.2％

麦類 1位 60.2％

豆類 1位 54.5％

肉用牛 2位 14.0％

生乳 1位 51.7％
（2019年、農林水産省漁業産出額および生産農業所得統計）
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▍販売電力量の推移

▍連結経常損益

▍総資産額・純資産額・自己資本比率（連結）

▍親会社株主に帰属する当期純損益・一株当たり当期純損益

▍連結ROE

▍連結営業収益（売上高）／営業損益
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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。
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財務・非財務ハイライト

▍供給電力量の推移

▍お客さま一戸当たりの年間停電時間・回数の推移

▍当社のCO2排出係数※の推移

▍労働災害度数率の推移

▍スマートメーター設置台数の推移

▍北海道内の系統への風力・太陽光発電の連系量



7

エネルギー全体の
カーボンニュートラル実現に

最大限挑戦します

取締役社長　

まずは2030年に向けた経営ビジョンを着実に実現します

ほくでんグループの経営理念と経営ビジョン経営環境の変化に着実に対応していくため、

2020年4月に取りまとめた「ほくでんグループ

経営ビジョン2030」に則り、ＥＳＧを重視し、新

たな価値を共創することで、総合エネルギー企

業として持続的な成長を実現するとともに、持

続可能な社会の実現を目指していきます。

ほくでんグループの経営理念

「経営ビジョン」の基本的な考え方

▼ESG（環境・社会・ガバナンス）をこれまで以上に重視

持続可能な
社会の実現+事業の

持続的な成長

地域・社会の皆さまやあらゆるステークホルダーの皆さまと共に、
新たな価値を創り上げる「共創」を目指す

●人間尊重 ●地域への寄与 ●効率的経営
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社長メッセージ

　皆さまには、平素より弊社事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　ほくでんグループは、本年5月に創立70周年を迎えることができました。これもひとえに、これまでお支えいただ

いたステークホルダーの皆さまからのご愛顧とご指導の賜物と深く感謝申し上げます。

　ほくでんグループは、電力自由化の進展や泊発電所の停止など厳しい経営環境が続くなか、この先も安定的に利

益を生み出すために、収益の拡大と費用の削減などの経営基盤の強化に取り組んでいきます。また、多くのお客さま

にほくでんをお選びいただけるよう、ガスと電気のセット販売や他企業とのアライアンスを積極的に進め、サービス

の拡充に努めるとともに、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充実させ、提供して

いきます。

　現在、地球温暖化は、最も重要な社会問題の一つであり、これを解決することは世界共通の課題です。ほくでん

グループとしても、2050年のカーボンニュートラルという社会的目標の実現に向けて、温室効果ガスの排出を大幅

かつ持続的に削減する必要があると考えており、この度「ほくでんグループが目指すカーボンニュートラルの取り組

み」を取りまとめました。

　現在、脱炭素化に加え、アフターコロナに向けた生活様式の変革やデジタルトランスフォーメーションの取り組み

が加速するなど、社会全体は大きく変化しつつあります。また、電気事業を取り巻く経営環境もかつてない変化の激

しい状況にあります。

　ほくでんグループは、社会環境・経営環境の変化をチャンスととらえ、カーボンニュートラルを目指す取り組みを進

めることで、北海道の皆さまと共に、新たな価値を創りあげる「共創」の考えに基づき、将来に向けて事業の持続的

な発展と持続可能な社会の実現の両立を全力で目指してまいります。

　2030年に目指す「ほくでんグループ経営ビジョン」の実現に着実に取り組みながら、これを一層深化・発展させ、革

新的技術の活用など、あらゆる手段を総動員して、2050年のカーボンニュートラル実現に最大限挑戦していきます。

　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上げます。

2021年9月

20502030

火力（LNG・石炭）水力

再エネ

原子力

参考：2030年までの取り組み 2020年4月公表「ほくでんグループ経営ビジョン2030」より

1

2

3

4

5

安全を大前提とした泊発電所再稼働の実現

再生可能エネルギー発電
30万ｋＷ以上増加 洋上風力、バイオマスなどを推進

LNGの活用等による経年化火力のフェードアウト

非化石電源比率 60％以上を実現

環境目標（2030年度）
CO₂排出量を2013年度比で50%以上低減（△1,000万t 以上/年）

2050年
カーボンニュートラルを
目指す
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2050年 
カーボンニュートラルを目指して

Carbon Neutral 2050
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特集 1：2050年カーボンニュートラル

経営ビジョン2030 カーボンニュートラル2050

ほくでんグループは2050年の北海道における

エネルギー全体のカーボンニュートラルの実現に

最大限挑戦します

　地球温暖化は、最も重要な環境問題のひとつであり、地球温暖化を防止することは世界共通の課題です。

　2015年、温室効果ガス削減の取り組みであるパリ協定が採択され、温暖化防止に向けた取り組みが加速してきました。2020

年には、国が「2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標」を打ち出し、カーボンニュートラル実現に向けた成長戦略

も示しております。

　ほくでんグループとしても温室効果ガスの排出を大幅かつ持続的に削減する必要があると考えており、この社会的目標の実現

に向けて「ほくでんグループが目指すカーボンニュートラルの取り組み」を取りまとめました。

　2020年4月に、私たちは競争の激化や低炭素化の進展など経営環境の変化へ着実に対応していくため、2030年に目指す姿

として、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を公表しました。ビジョンでは、これまで以上にＥＳＧを重視するとともに、北海道

に根差す企業として「共創」の考え方に基づき、低炭素化などの社会的な課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指すこととし

ています。

　ほくでんグループは、この「経営ビジョン2030」の取り組みを、より一層深化・発展させ、2050年の北海道におけるカーボン

ニュートラルの実現に最大限挑戦していくことで、地域の持続的な発展に貢献します。

北海道を事業拠点とするほくでんグループは、北海道の経済やお客さまの暮らしを支え、

事業の持続的な成長と持続可能な社会の実現に努めてまいりました。

「経営ビジョン2030」の取り組みをより一層深化させ、

2050年の北海道におけるエネルギー全体のカーボンニュートラルの実現に最大限挑戦していくことで、

地域の持続的な発展に貢献します。
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これまでのCO₂排出低減の取り組み

　これまでも、ほくでんグループは、豊かな自然を有する北海道に根差す企業グループとして、この環境を将来にわたっ

て維持すべく、再生可能エネルギー発電の促進、経年化火力のフェードアウト、ネットワークの整備、エネルギー消費の

効率化、そして電化の拡大など、事業のあらゆる分野において、環境負荷とCO₂排出の低減に取り組んできました。

洋上風力発電
石狩湾新港の洋上風力発電に関して、(株)グリー
ンパワーインベストメントと連携協定を締結
港湾区域では2023年度に10万kW規模が運転
開始予定

太陽光発電
道内で太陽光発電設備を稼働中、このほかメキシ
コを含む国内外のメガソーラーに出資

地熱発電
森発電所（25,000kW）の運転に加え、発電の
過程で生じた還元熱水の未利用熱エネルギー
を有効活用するバイナリー発電（2,000kW）が
2023年度に稼働予定

バイオマス発電
地域産業である林業と連携したバイオマス発電
に出資するとともに、畜産業由来のバイオマス発
電には研究開発などで参画

水力発電
既設水力発電の水路や取水設備などを改修し、
最大出力を向上

（株）ＧＰＩ

再生可能
エネルギー
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火力

LNGの活用による経年化火力の
フェードアウト
環境特性に優れたガスコンバインドサイクル方式の
石狩湾新港発電所（燃種：ＬＮＧ）の運転を開始し、
経年化した奈井江発電所（燃種：国内炭）を休止

ネットワーク
大型蓄電システム（系統の整備）
再生可能エネルギーの出力変動に対する調整力
として大型蓄電池（レドックスフロー電池）を活用

需要抑制

ＺＥＢ提案
高断熱化、高効率設備の導入などにより消費エネ
ルギーを大幅に削減

ＥＳＰ事業
北海道日本ハムファイターズ新球場「エスコン
フィールド HOKKAIDO」などに省エネ・高効率
機器などを導入してエネルギー使用量を抑制

電化拡大

ＥＶ（電気自動車）リース
EVのリース事業を開始
補助金の手続きや充電器の設置工事、保守、管
理契約等を包括的に取り扱うサービスも実施

（c）H.N.F



風力

バイオマス 大消費地

地熱

太陽光 副生水素

北海道「北海道水素社会実現戦略ビジョン」（改訂版）を基に当社作成

【再生可能エネルギーなどの主な道内分布】

※再生可能エネルギー活用の取り組みや
実証事業の実施地域などをもとに、主な
分布を表すものとして作成。
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北海道の地域特性を活かした取り組み

　カーボンニュートラル実現に向けては、供給面、需要面とも、北海道の地域特性を活かすことで、脱炭素化の

取り組みに関して、国内の他地域に比べてより多く貢献ができるものと考えています。

　供給面では、国内でも有数の豊富な自然エネルギー資源に

恵まれた北海道の潜在力を活かして、これまで以上に、洋上

および陸上の風力発電、太陽光発電、木質および家畜系のバ

　需要面では、積雪寒冷な気候に不可欠な暖房・給湯のため

の石油系エネルギー需要や広大過疎な地域に多くの市町村

が点在することから発生する運輸エネルギー需要が多くあり

イオマス発電、地熱発電などの再生可能エネルギー発電の導

入拡大につなげていきます。

ます。地域が持つエネルギー需要のポテンシャルを、カーボン

ニュートラルに寄与する電化の拡大や水素需要の拡大に結び

付けます。

良い風況
良い日照

◦林業

◦畜産業
地域産業との連携

地熱資源の存在

◦海に囲まれている

◦広大な土地・恵まれた日照地域がある

●地熱発電

●木質バイオマス発電
●家畜系バイオマス発電

●洋上風力発電
●陸上風力発電 ●太陽光発電

家庭・業務部門（暖房、給湯）

運輸部門（旅客、貨物）

産業部門 ●可能な限り電化を進める

●運輸エネルギー需要　　電化、水素化
●電気自動車（EV）・燃料電池車（FCV）導入

●暖房・給湯用エネルギー需要　　電化（特に暖房用の電化余地大）

▎再生可能エネルギー導入拡大への適性

▎エネルギー需要の電化ポテンシャル



2050年2030年2013年

発電部門からの
CO2排出量50％以上低減

【将来のCO₂排出量削減のイメージ】

道内の再エネ等から水素・アンモニア等を製造し、
電力以外のエネルギーのCO2を削減

革新的技術の
導入などにより
発電部門からの
CO2排出ゼロ

【将来のエネルギー需要のイメージ】
省エネや人口・世帯数の減少の影響

電化の拡大

現在 2030年 2050年

電力

水素等

電力以外の
エネルギー 電化が困難な需要

は、道内の再エネ等
から製造した水素・
アンモニア等で代替
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ほくでんグループが目指す姿

　将来的な北海道のエネルギー需要は、省エネルギーや人口

減少などの影響により減少していくと想定されるものの、石油

系を中心としたエネルギー需要を、ＣＯ₂フリーの電気を使っ

た電化の推進により電力需要に転換していくことで、ＣＯ₂排

出量の抑制と電力供給量の増加につなげていきます。 

　ＣＯ₂排出量は、2030年までに発電部門からのＣＯ₂排出量

を2013年度比で50％以上低減します。長期的にはＣＣＵＳ※

など革新的技術の導入などにより、発電部門からのＣＯ₂排出

ゼロを目指します。 

ほくでんグループは北海道における「エネルギー全体のカーボンニュートラル」の実現に最大限挑戦します。
■ ほくでんグループの2030年の環境目標（発電部門からのCO2排出量を2013年度比50%以上低減）達成に加え、長期

的に「発電部門からのCO2排出ゼロ」を目指します。
■ 電化拡大やグリーン水素の利活用などにより、電力以外のエネルギーも含め、北海道のカーボンニュートラルの実現を

目指します。

　さらに、道内の再生可能エネルギーなどから製造された水

素やアンモニアを、電力以外のエネルギー需要に活かして

ＣＯ₂を削減することで、地域全体の排出量削減に寄与してい

きます。

　さらに、電化が困難なエネルギー需要については、北海道

内の再生可能エネルギーなどから製造した水素やアンモニア

で代替することで、ＣＯ₂排出量を抑制し、エネルギー全体に

おける当社の寄与度を高めていきます。 

※CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）：分離・回収したCO₂を再利用したり、地中等へ貯留する技術



CO2
CO2

●非化石電源の導入拡大
●火力のCO₂フリー化
●CO2フリー電気を活用した水素製造

供 給 サ イド

太陽光
●太陽光発電
●スマート電化
●燃料電池

●バイオマス利用
●ヒートポンプ

■家庭・業務部門

■産業部門

■運輸部門

ホテル
家庭

学校
商業施設

病院

工場

酪農

植物工場

農業

水産業

EV

FCバス・トラック
水素ステーション 急速充電器

水力

バイオマス

農畜産系 木質系 地熱

風力

洋上 陸上

VPP

蓄電池

火力

原子力

本州との連系線

道外へ
移出

水素 H2

燃料混焼＋CCUS
・水素 ・アンモニア
・バイオマス

CO2を
地中貯留

CO2フリー電気から
水素を製造

CO2+H2利用
(メタネーション)

水素を道外へ
移出し、日本全体の
脱炭素化にも貢献

CO2
フリー水素

CO2
フリー電気

製造(CO2フリー電気活用) 貯蔵 輸送

需 要 サ イド
●各部門における電化拡大
●CO2フリー水素の活用
●化石燃料からのエネルギー転換

FCV

北海道の系統

電力系統のイメージ

水素還元製鉄など
産業用途での利用

北本連系設備

水素・アンモニア発電

航空用燃料

船舶用燃料

長距離物流の
輸送用燃料

鉄道用燃料

家庭用燃料電池
での利用

地域での
移動の足

水素ステーション■北海道内の豊富な再エネ電気から水素を
製造し、その水素を様々な分野で利用する
「水素サプライチェーン」を国や道、自治体、
他企業などとも連携しながら、構築します。

■水素事業を推進し、北海道が水素社会の
パイオニアとなることを目指します。

水素の道外移出

水素の道外移出
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2050年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みイメージ

北海道における水素利活用の将来イメージ
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●非化石電源の導入拡大
●火力のCO₂フリー化
●CO2フリー電気を活用した水素製造

供 給 サ イド

太陽光
●太陽光発電
●スマート電化
●燃料電池

●バイオマス利用
●ヒートポンプ

■家庭・業務部門

■産業部門

■運輸部門

ホテル
家庭

学校
商業施設

病院

工場

酪農

植物工場

農業

水産業

EV

FCバス・トラック
水素ステーション 急速充電器

水力

バイオマス

農畜産系 木質系 地熱

風力

洋上 陸上

VPP

蓄電池

火力

原子力

本州との連系線

道外へ
移出

水素 H2

燃料混焼＋CCUS
・水素 ・アンモニア
・バイオマス

CO2を
地中貯留

CO2フリー電気から
水素を製造

CO2+H2利用
(メタネーション)

水素を道外へ
移出し、日本全体の
脱炭素化にも貢献

CO2
フリー水素

CO2
フリー電気

製造(CO2フリー電気活用) 貯蔵 輸送

需 要 サ イド
●各部門における電化拡大
●CO2フリー水素の活用
●化石燃料からのエネルギー転換

FCV

北海道の系統
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洋上風力発電を活用した水素サプライチェーンに関する調査

▪ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が公募した2021年度「水素社会構築技術開発事業／地域水素利活用技
術開発／水素製造・利活用ポテンシャル調査」へ応募し、委託事業の採択を受けました。

▪ 石狩湾新港で建設中の洋上風力発電所から発生する余剰電力を活用した水素製造を見据え、「大規模洋上風力発電所」
「大規模蓄電池」「水電解装置」の一体的な運用による効率的な水素製造（地産）、石狩市・札幌市等での水素利活用（地
消）、ならびに北海道内外への水素輸送について、技術・経済・制度等の課題を抽出し、社会実装を目指します。

▪ 事業実施期間：2021年度～2022年度

連携・協力　 石狩市、札幌市 
石狩環境エネルギー産業推進会議

石狩・札幌地域における
水素サプライチェーンの
実現イメージ

（イラスト：石狩市提供）

【検討項目】
洋上風力からの

水素製造ポテンシャル

【検討項目】
データセンターでの
水素利活用

【検討項目】
発電所での水素利活用

【検討項目】
都市部（札幌）の水素需要

【検討項目】
港湾地域での水素需要

【検討項目】
域内（石狩・札幌）輸送

【検討項目】
域外（内航船）輸送

【検討項目】
水素製造設備の

構成・コスト・運用方法
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CCUS※

水素

家庭・業務部門

運輸部門

産業部門

※CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）：分離・回収したCO₂を再利用したり、地中等へ貯留する技術

さらなる開発

最大限活用

試験導入 本格導入

水素・アンモニアの利活用

大規模製造、道外移出

ネットワーク

道内外で30万kW以上開発

泊発電所の早期再稼働

実証試験への参加・知見の獲得

電化の推進、省エネ機器・太陽光発電・蓄電池などの導入、　　　　　 　 燃料電池による水素の利活用

CO₂フリー電気から水素を製造

電化の推進、水素の利活用

電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）・バス・トラック　　　　　 　 の導入　鉄道、船舶、飛行機などでの水素の利活用

小規模製造、オンサイト活用

新々北本運開（再エネ電気等を道外へ）
再エネの接続拡大、需給運用の高度化

経年化した石油・石炭発電所の廃止

20502030

火力（LNG・石炭）水力

再エネ

原子力

参考：2030年までの取り組み 2020年4月公表「ほくでんグループ経営ビジョン2030」より

1

2

3

4

5

安全を大前提とした泊発電所再稼働の実現

再生可能エネルギー発電
30万ｋＷ以上増加 洋上風力、バイオマスなどを推進

LNGの活用等による経年化火力のフェードアウト

非化石電源比率 60％以上を実現

環境目標（2030年度）
CO₂排出量を2013年度比で50％以上低減（△1,000万t 以上/年）

2050年
カーボンニュートラルを
目指す
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カーボンニュートラル2050ロードマップ

　再生可能エネルギーの導入拡大や泊発電所の活用などのこれまでの取り組みに加え、革新的技術の活用など、

あらゆる手段を総動員していきます。
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新々北本運開（再エネ電気等を道外へ）
再エネの接続拡大、需給運用の高度化

経年化した石油・石炭発電所の廃止
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安全を大前提とした泊発電所再稼働の実現

再生可能エネルギー発電
30万ｋＷ以上増加 洋上風力、バイオマスなどを推進

LNGの活用等による経年化火力のフェードアウト

非化石電源比率 60％以上を実現

環境目標（2030年度）
CO₂排出量を2013年度比で50％以上低減（△1,000万t 以上/年）

2050年
カーボンニュートラルを
目指す
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ほくでんグループ経営ビジョン2030

　主力電源である泊発電所の再稼働の前後において、事業

環境が大きく変化します。

　安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働を目指す

とともに、再稼働前もたゆまぬ経営効率化等を進め、利益を

確保していきます。また、事業領域の拡大を進め、持続的な成

長を目指します。

中長期的なフェーズと事業展開

第Ⅰフェーズ
（泊発電所の再稼働前）

第Ⅱフェーズ
（泊発電所の全基再稼働後）

火力が電力供給の主力

泊再稼働に向けた安全対策工事

連結経常利益

450億円以上/年
連結経常利益

230億円以上/年

再エネ発電の拡大

販売戦略の展開、トータルソリューションの推進

他熱源から電気への転換、産業・運輸などの電化拡大による電力需要増

都市ガス事業などへの事業領域拡大

安定供給の確保・レジリエンス向上と効率化・費用低減との両立

火力は調整力としての役割が中心

泊再稼働の実現（3号機▶1・2号機）
電源構成

小売拡大・
電化推進

事業領域拡大

安定供給・
経営効率化

利益目標

需給関係費の低減による電気料金値下げ
低炭素の電気を道内外へ供給
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ほくでんグループ経営ビジョン 2030

　既存の電気事業に加え、再生可能エネルギー発電や海外

電気事業、ガス供給事業などのエネルギー関連産業などを重

点新規事業と位置付け、グループ全体としての成長を目指し

ます。

　当ビジョンにおいて示す取り組みを通じて、2030年度まで

に以下に示す経営目標を達成していきます。

事業ポートフォリオ

【2030年度までに目指す経営目標】

成長に向けた指標

● 電力小売・卸 ： 300億 kWh以上／年
● ガス供給事業 ： 10万t以上／年
● 再エネ発電 ： 30万kW以上増

キャッシュフロー

● 重点新規事業へ

　総額500億円以上投資
● 既存設備の更新投資
● 価格競争力強化
● 財務基盤強化
● 株主還元費用低減

● 効率化・費用低減のたゆまぬ推進

● CO2排出量：泊発電所の再稼働や
  LNG火力の活用などにより2013年度比で

 ５０％以上低減（△1,000万t以上／年）

財務目標

● 連結自己資本比率

  15％以上を達成し、
  さらなる向上を目指します

→自己資本の回復を図りつつ、
　株主の期待に応えるべく、
　さらなる還元を行っていきます

（道外含む）

さらなる
成長へ
展開

環境目標

連結経常利益

230億円
以上/年

450億円
以上/年

連結経常利益

グループ
各社事業

重点
新規事業

200億円程度
電気事業

350億円程度
既存電気事業

約2倍連結経常利益

グループ各社事業
30億円程度 100億円程度

第Ⅰフェーズ（泊発電所の再稼働前） 第Ⅱフェーズ（泊発電所の全基再稼働後）

重点新規事業 再エネ発電事業、海外電気事業、エネルギー関連事業など
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泊発電所の早期再稼働と安全性向上に向けた取り組み

リモートによる社長訓示 原子力防災訓練の継続的な実施 コミュニケーション活動

　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、今後も活動を継続して
いきます。

安全最優先の価値観の共有

　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。

泊発電所員の
力量向上・技術力維持

　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、今後も 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。

コミュニケーション活動強化

　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

防潮堤については液状化対策を検討しています。

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

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。
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泊再稼働

※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

設計及び
工事の
計画認可

保安規定
変更認可

使
用
前
事
業
者
検
査

審
査
会
合

2013年7月～

現 在
新規制基準適合審査の流れ

原
子
炉
設
置
変
更
許
可

説明事項審査項目

地
震
・
津
波
等

プ
ラ
ン
ト
施
設

基準地震動
基準津波の策定

プラント施設への
地震・津波の
影響を評価

震源を特定して策定する地震動の評価
（積丹半島北西沖の断層による地震動評価）

地震※4

津波

火山

耐震設計方針
耐津波設計方針

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

震源を特定せず策定する地震動の評価

日本海東縁部に想定される地震による津波の評価

火山活動の可能性評価
降下火砕物（火山灰）の層厚の評価

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影響評価

地震・津波に関するもの以外は概ね説明済

結
果

主な課題への対応状況

※4  発電所の耐震評価に用いる基準地震動は、発電所周辺の活断層調査結果を基に発電所ごとに策定する「震源を特定して策定する地震動」と、 
震源と活断層の関連付けが困難な過去の地震の観測記録を基に策定する「震源を特定せず策定する地震動」により策定する。2021年4月に

「震源を特定せず策定する地震動」の策定に関する審査ガイド等が改正され、改正内容を踏まえた評価結果の説明が必要となった

　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。

　発電所敷地内断層の約12万〜13万年前以後の活動性が

無いことについては、概ね妥当な検討がなされたものと評価さ

れ、新規制基準の適合性審査において一つのステップを乗り

越えたと考えています。その他の課題も残っていることから、引

き続き審査対応に総力を挙げ、適切に取り組んでまいります。

新規制基準適合性審査への対応状況について
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不断の効率化・費用低減に向けて

　抜本的な効率化・費用低減の上積みを進め、泊発電所の再稼働前においても競合他社との競争に打ち勝

つための価格競争力を確保していきます。

　「北電グループ経営基盤強化推進委員会」において、委員

長であるグループ本社社長のリーダーシップのもと、全社横

断的な課題への対応策を検討・立案し、これまでのルールや

発想にとらわれない抜本的な収支改善を図ります。

北電グループ経営基盤強化推進委員会を通じた抜本的な収支改善

抜本的な効率化・費用低減、収入拡大策の検討・実施

全社横断的な検討が必要な課題への対応
北電グループ経営基盤強化推進委員会
（委員長：本社社長）

各
部
門
に
お
け
る
経
営
基
盤
強
化
の
取
り
組
み

対象
領域

生産性向上、業務効率化、コスト削減 収入拡大

資機材調達 業務や仕様の見直し 小売事業・小売以外

主な
施策

全社資材調達
方針の検討 点検周期見直しなど「量の低減」 販売戦略の立案、具体方策の展開

大型案件の
調達方法検討

委託仕様・調達品のスペックの
見直しなど「単価低減」 新規事業等の検討

既存の電気事業に係る要員のさらなる効率化

下支え
の手段

カイゼン   業務単位・作業単位での生産性向上 工法知財化、治具販売、
外部コンサルへの展開

ＤＸ   デジタル技術を活用した業務変革と変化に挑戦し続けるための意識変革

人員増配置   利益拡大分野への優先的な人員増配置

現状分析（強み・弱み、費用構造、要員配置）

抜本的な
費用低減

課題対応の方向性決定 各部門の成果を集約

■熱処理不要な新溶接施工法の適用拡大
　溶接後の対象物全体の熱処理が不要となる新たな溶接施工
法を開発しました。
　従来、大型のため現地で全体の熱処理ができず、取替が必要
とされていた火力発電所の蒸気ドラムについて、新施工法を適
用して、現地での溶接・修理を実現しました。
　新施工法は、国の認証を取得しており、グループ会社である北
海道パワーエンジニアリング（株）とともに、他の鋼種や発電所
等への適用拡大を進めていきます。

【カイゼンプロジェクトの例】
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業務効率化・カイゼン

　ＤＸの取り組みを加速させていくため、2021年４月から新

たにＤＸ専任組織を配置し、デジタル技術を活用した業務変

革と変化に挑戦し続けるための意識変革による企業改革を進

めています。

　現在、販売部門や技術部門および間接部門など複数部門

のプロジェクトを並行して立ち上げており、今後も社内の主な

部門へ拡大し変革を推進していきます。

DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進

【事例（検証事例）】

取り組み体制

外
部
パ
ー
ト
ナ
ー

支
援

経営層

本社　DX専任組織

主管部 PJチーム 主管部 PJチーム 主管部 PJチーム

現場 現場 現場

取り組みのポイント

■将来性重視
■チャレンジ許容
■コラボレーション
■社内DX人材の育成
■KGI・KPI※の明確化
※KGI：重要目標達成指標
　KPI:重要業績評価指標

トップマネジメント

協働 協働協働

協働 協働協働

発電所構内 管理事務所

イメージ図
各種データ

AI・アプリ

…

アラート

四足歩行ロボット

定点カメラ

ドローン
画像

音声

数値 計器解析 音響解析 差分解析

AI

■  火力発電所の巡視点検業務において、人が実施していた作業をロボットに置き換え、業務の高度化・効率化を
実現するため、必要なロボティクスの導入を計画。

■  ロボットの種類は、四足歩行ロボット、ドローン、定点カメラを想定し、実地検証を予定。

■    検証では、実作業環境でのロボット稼働と実作業を通した有用性の確認を行い、適切なロボット活用シーンや
運用面の課題が抽出できることを確認。

■   また、ロボットが収集したデータを解析モデルで解析し、実務レベルで利用が可能かを検証。

検証概要
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電力などの契約獲得・維持に向けた取り組み

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
見
据
え
た
販
売
戦
略

▎他業種との連携による電気・ガス小売販売の拡大

低圧家庭用分野

ネット・ゼロ・エネルギー建築物　　　　　　　　　のコンサルティング業務

高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を

維持しつつ大幅な省エネルギーを実現するため、ＺＥＨ、

ＺＥＢのコンサルティング業務を行います。

ＺＥＨ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
ＺＥＢ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

スマート電化の普及促進
給湯・冷暖房にヒートポンプ機器を、キッチンにＩＨクッキング

ヒーターを使うことで、灯油・ガスなどの他熱源から電気へ使

用をシフトしていきます。

電気料金等に応じて付与する当社独自の「エネモールポイント」を連携先のポイント
や寄付金へ変換可能とすることで利便性を高め、他社との差別化を図ります。

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社
ニ
ト
リ

北
雄
ラ
ッ
キ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
西
條

日
本
航
空
株
式
会
社

楽
天
株
式
会
社

株
式
会
社
セ
コ
マ

株
式
会
社
ア
ー
ク
ス

エ
ア・ウ
ォ
ー
タ
ー
北
海
道
株
式
会
社

北
海
道
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
エ
ム
ア
イ
カ
ー
ド

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社　

他

東
川
町
商
工
会

ポイント連携に
よる差別化

販売チャネルを増やすことで、電気・ガスの
契約を増加させていきます。アライアンス

2018 2020 2020 （年度）

2018 2016 2021202020172016

ZEHイメージ図
（経済産業省ウェブサイト）
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小売（電力・ガス）

　電力販売の競争が激しくなるなか、電力販売事業の拡大
に向けて、2016年11月から首都圏で法人向けの電力販
売を開始し、これまで着実に実績を積み重ねています。
　2020年3月からは、他社に比べて十分競争力のある
お安い料金プランのもとご家庭用向けの販売も開始し、
2021年3月末時点で、低高圧合わせて7万ｋＷを超える
契約をいただいています。

首都圏電力販売の拡大

　電気の使用実態に合わせた料金メニューやＣＯ２フリーメ

ニューの提案のほか、設備の省エネルギー診断結果を踏まえ

た効率的なエネルギー利用の提案など、ソリューションを活用

してお客さまニーズに応えていくことで、契約を獲得・維持し

ていきます。

　ソリューションには、ほくでんグループ各社が培ってきた技

術やノウハウも活用しています。

▎価格面以外でお客さま満足度を向上させる
　取り組み

〈サーモグラフィーによる熱漏れ診断〉

高圧・特別高圧法人分野

ネット・ゼロ・エネルギー建築物　　　　　　　　　のコンサルティング業務

ZEB普及に向けた取り組みについては、経済産業

省北海道経済産業局の2020年度｢北国の省エネ･

新エネ大賞｣を受賞するなど、トップランナーとして

の実績を挙げています。

大樹町役場庁舎（2022年竣工予定）

ＥＳＰ事業
「省エネ・高効率機器の導入」「エネルギー関連設備

の効率的な運用・最適な保守」により、電気だけでは

なくエネルギー全般を低コストで効率的に消費する

お手伝いをします。

エスコンフィールドHOKKAIDO
（2022年竣工予定）

(提供：北海道日本ハムファイターズ)

0.4

1.3

4.1
3.5

7.4
（万kW）

2016 2017 2020201920180

1

2

3

4

5

6

7

8

提案力を強化し、お客さまから選択いただく

料金 サービス グループ
総合力

契約kW（累計）
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カーボンニュートラル等の課題解決に向けた研究開発

　カーボンニュートラルの実現を含む、地球環境の課題解決に向け、革新的技術の活用などあらゆる手段を総

動員し、再生可能エネルギーの導入拡大、省エネ、電化の推進などの研究開発を進めます。

　2050年に国内エネルギー全体のカーボンニュートラルを

実現するためには、道内に賦存する豊富な再エネを最大限に

活用することが重要です。そのためには、電力としてだけでは

なく、水素などの燃料に転換し利用していく必要があります。

そこで、再エネを活用した水素サプライチェーンを構築する

ため、北海道に適したモデルについて需要・供給の両面から

調査・検討や技術開発に取り組んでいきます。

▎再エネを活用した水素サプライチェーン

　道内における再エネ導入拡大のためには接続先電力系統

の混雑による制約などの課題を解決する必要があります。当

社ではバイオガスプラント等、比較的小規模な再エネ発電や

ＥＶなどの分散型エネルギーリソースを束ねて制御し調整力

等として活用する技術（分散電源のアグリゲーション）の実証

を進めており、今後、地域経済の発展につながるビジネスモ

デルを検証します。

▎地域分散再エネ電源の 
　アグリゲーション技術実証

　お客さまの快適な室内環境を保ちながら建物の低炭素化・省

エネルギーを図ることができるZEBの普及拡大を目指して、寒

冷地の地域特性を踏まえた高効率な空調技術の研究に取り組

んでいます。現在、地域との共創としてコンソーシアムに参加

し、これまで実験を進めてきた天井放射空調システムを地中

熱利用システムと組み合わせ、ZEB建物での最適な運用技術

の確立を目指したフィールド実証研究を実施しています。

▎寒冷地型ZEB空調システムの実証 
　（NEDO助成事業）

新技術・新システムによる再エネ導入の拡大

効率的なエネルギー利用による低炭素化

蓄電池

住宅・店舗

EV

再エネ（太陽光等）

バイオガス発電

メガファーム

制御
再エネ発電

需要

アグリゲーション
システム

電力系統

ＦＣＶ、ＦＣバス、
工場など

石炭火力発電所など

工場など

CO2フリー電源

蓄電池

水電解装置

協調制御システム

水素

アンモニア

メタン

電力系統

電　気
水素等

天井放射空調システム

地中熱ヒートポンプシステム

省エネルギー・ランニングコスト低減・快適な室内環境

実証試験状況

上記熱画像
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研究開発

　高効率なヒートポンプやＬＥＤを活用し、寒冷地でも成立する

完全人工光型植物工場の実証研究に取り組んでいます。北海

道農業の活性化、農家の高齢化・担い手不足といった生産現場

の課題解決や農業ビジネスの裾野の拡大が期待されます。

　実証試験では、断熱性能の向上をはじめとするコスト削減

の工夫や作物の高付加価値化などにより小規模からでも採算

性を確保でき、導入したい規模に応じて柔軟に設計が可能な

植物工場のモデルを構築するとともに、これを活用した新た

なビジネスモデルの創出を目指します。

▎寒冷地に適した中～小規模植物工場

　少子高齢化・過疎化に伴う地域の交通インフラ維持の課題

解決手段として、動く電池でもあるEVの活用を検討していま

す。サービスプラットフォームを介し、地域の実態に即した交

通手段の確保のみならず、再生可能エネルギーの地産地消、

自治体のBCP(事業継続計画）や地域通貨を用いた域内の価

値循環など、持続可能な地域を支える新たなサービスを目指

しています。

▎地域交通維持と再エネ地産地消を
　両立するEVの活用

　火力発電所から発生する石炭灰を再利用し、排ガス中の硫

黄酸化物を除去する乾式脱硫技術を当社独自で開発し苫東

厚真発電所１号機に導入してきました。環境規制が世界的に

強化されるなか、海外、特に水資源に乏しい地域でのニーズ

が高まっており、本技術は海外でも採用されています。現在、

海外でのシェア拡大に向けて、脱硫剤の低コスト化および高

性能化に向けた製造技術の開発に取り組んでいます。

▎水使用量の少ない排ガス浄化技術の海外応用

運輸、農業部門の電化による化石燃料からのエネルギー転換

海外での環境対策への貢献

充電装置

充放電装置
地域の実態に即したサービス提供
利用状況や実績の見える化

病院・店舗・役場

など

サービスプラットフォーム EVから電力供給

地域サービス EVへの電力供給

建物の
DR調整

建物の
非常用電源

非常時常時

地域交通 災害・防災
物流 地域通貨

住宅
EV

イチゴ用

葉物野菜用

高効率
ヒートポンプエアコン

多段型水耕栽培ユニット

高断熱ドー
ム型ハウス

30m

7.7m

石膏
（硫酸カルシウム）

石膏
（硫酸カルシウム） 水酸素硫黄酸化物

消石灰
（水酸化カルシウム）

消石灰
（水酸化カルシウム）

2Ca(OH)2 　+    2SO2    +   O2  →　 2CaSO4 　 + 2H2O

排ガス

排ガス
SOX 

SOX 

石炭灰

石炭灰利用
乾式脱硫剤

一部を脱硫剤の
原料として再利用

SOX 吸収塔
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SDGｓ達成に向けた行動の10年
これからもお客さまとともに
企業価値の創造と向上を
図ってまいります

取締役会長　

設立時（1951年5月1日）(A) 現在※（2021年3月31日）(B) 倍率(B)/(A)
資本金 330百万円 114,291百万円 346.3 倍
総資産額 5,425百万円 2,001,650百万円 369.0 倍
供給設備 箇所 認可出力 箇所 認可出力
水力発電所 50 240,458kW 56 1,651,485kW 6.9 倍
火力発電所 6 71,430kW 12 4,634,610kW 64.9 倍
汽力 5 71,000kW 6 3,900,000kW 54.9 倍
コンバインドサイクル － － 1 569,400kW －
ガスタービン － － 1 148,000kW －
内燃力 1 430kW 4 17,210kW 40.0 倍

原子力発電所 － － 1 2,070,000kW －
地熱発電所 － － 1 25,000kW －
太陽光発電所 － － 1 1,000kW －

合計 56 311,888kW 71 8,382,095kW 26.9 倍
送電線亘長 4,020km 8,462km 2.1 倍
配電線亘長 18,914km 68,350km 3.6 倍

※現在の資本金および総資産額は連結決算値、供給設備は北海道電力(株)および北海道電力ネットワーク(株)の合計値、送電線亘長および配電線亘長は北海道電力ネットワーク(株)の数値である。
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会長メッセージ

　ほくでんグループは、 2021年5月1日に1951年の創立から70周年を迎えました。この日を迎えることができま

したのも、ひとえにほくでんグループの事業にご理解とご支援をいただいたお客さま、株主の皆さま、取引先の皆

さま、そして地域の皆さまのおかげであります。改めまして心より御礼申し上げます。

　この70年間、ほくでんグループは「北のあかり」を灯し続けることを使命として、様々な経営課題に対し技術と信

頼で応え、電力の安定供給に努めてまいりました。

　創立当初の経済成長に伴う飛躍的な電力需要の伸び、1970年代の二度のオイルショックなどに際しては、電源

の建設や多様化、送配電ネットワークの強化そして省エネルギー推進など、地域の皆さまのご協力も得ながら対処

してまいりました。　

　その後、新たな基幹電源として苫東厚真発電所・泊発電所の導入による燃料転換を進め、電力の安定供給と経

営基盤の強化に努めるとともに、電力自由化や電力システム改革が進展し、厳しい経営環境が続く中において、経

営効率化や販売強化を進め、都市ガス小売事業への参入や他企業とのアライアンスを積極的に進めるなど、トー

タルエネルギーソリューションの充実にも取り組んでまいりました。 

　将来的な電力の安定供給や激甚化する災害、地球環境問題への対応に資する、ＬＮＧ火力発電所や新北本連系

設備の建設、再生可能エネルギー導入拡大などにも取り組んできましたが、今後は、脱炭素化という世界的な課題

への対応や、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による社会構造変化に対しても、グループの総合力を最大限

活用し適切に対応してまいります。

　北海道は、日本政府の「2021年骨太の方針」において、「ゼロカーボン北海道に取り組む」と明記された地域で

あり、ほくでんグループとしましても「2050年の北海道におけるエネルギー全体のカーボンニュートラルの実現に

最大限挑戦」し、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの達成にも貢献してまいります。

　ほくでんグループは「ほくでんグループ経営ビジョン2030」の取り組みを推進し、これまでと同様に北海道に根

差した企業として、グループ一体となり電力の安定供給に努め、地域の皆さまの生活と経済活動をお支えするとと

もに、地域の持続的発展と企業価値の向上を図るべく、地域との共創を進めてまいります。 2021年9月

70年の感謝の気持ちを込めた、記念事業の一つをご紹介します。
「小学校でのＳＤＧｓ教育支援」
ＳＤＧｓの公認ファシリテーター（物事

を進めるときに促進させる役割を担う

人）のほくでんグループ社員が、道内

の小学校を訪問し、ＳＤＧｓに関する

出前授業を行うとともに、副教材「北

海道ＳＤＧｓアクションブック」を作

成・配布する事業をスタートします。
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ほくでんグループは、1951年の創業以来、北海道の皆さまに「北のあかり」を灯し続けることを第一の使命として、70年の
歴史を刻んできました。これまでも、時代ごとの社会的課題に技術と信頼で応え、電力の安定供給に努めてまいりました。
今後は、カーボンニュートラル実現という新たな課題に最大限挑戦するとともに、地域の皆さまと新たな価値を創り上げる
「共創」の考え方に基づき、事業の持続的な発展と持続可能な社会の実現を目指してまいります。

時代ごとの社会的課題に技術と信頼で応えた70年

▍�水主火従�〜水力発電が中心の時代

1939
第二次世界大戦

時代背景／グループ会社

1944
北海電気工事（株）設立

1956
北電興業（株）設立

前史 1951〜1959 1960〜1969

▍道内各地に電気事業者

1951年5月1日
北海道電力株式会社設立

▍�電力危機下の電源確保�・新規水力電源の開発 
・電力制限の解消、未点灯地域への対応

▍�経営基盤の整備�・組織の合理化、資本増強 ▍�電力需要の急激な増大への対応�~高度経済成長と北海道経済発展への対応�
〜産業用需要増大、家庭電化拡大�
・流通設備の近代化

▍�
火主水従への転換�
〜火力発電を主体として発電�
・電源開発 
 火力発電所（砂川、滝川、新江別） 
 水力発電所（日高地方の水力資源一貫開発）

ほくでんグループの軌跡

北海道で初めて電灯をともした
北海道製麻会社札幌工場

会社設立当時の本店

層雲峡発電所

設立当時の株券

道内ではテレビの普及がめざましかった 鉄塔建設の資機材をヘリで運ぶ様子

江別発電所（奥）と建設中の
新江別発電所（手前）

道内初のアーチ式ダムとなった
奥新冠発電所の建設風景

国内初の中央制御方式を
採用した砂川第二発電所

道なき奥地を調査するため、
激流を遡る調査隊

工場への供給分以上の電力を
生みだした王子製紙千歳第一
発電所
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特集2：70周年

時代ごとの社会的課題に技術と信頼で応えた70年

1973
第一次オイルショック

1972
札幌冬季オリンピック

1979
第二次オイルショック

1974
北電総合設計（株）設立

1982
苫東コールセンター（株）設立

1982
ほくでんエコエナジー（株）設立

1974
北海道パワーエンジニアリング（株）設立

1980〜1989

▍�新たな基幹電源の導入�・泊発電所（原子力）の運転開始

▍�需要開発の推進�・需要増に向けた取り組み 
・負荷率・設備利用率向上 
・脱化石燃料につながる 
 電力へのシフト

▍電源多様化の推進

▍�社会的責任のさらなる重視�・支店制、お客さまサービスの向上 
・ユニバーサルサービスの堅持 
 （辺地共同自家用施設引き取り）

▍�安定供給に向けた�地理的条件の克服�
・北本連系による本州との 
 系統連系 
・雪害の克服、難着雪リング

▍�流通設備の近代化�・大容量化・大型化、 
 自動化、機動化

1970〜1979

1985
ほくでんサービス（株）設立

1989
北海道総合通信網（株）設立

石油・国内炭火力建設、
原子力推進、水力増強

原子力建設、
海外炭・石油火力建設、地熱開発

伊達発電所

深夜電力を利用した
電気温水器の販売を展開

想像を絶する鉄塔の冠雪

札幌オリンピックに無事故・無停電
を期して臨む当社の特別保守班 節電をお願いする新聞広告

迅速な故障対応を行った
「ほくでんの赤バイ」

森発電所

▍�オイルショック�への対応▍�地域とともに�・ ほくでん 
ファミリーコンサート開始

▍�札幌冬季オリンピック�への支援 ▍�北海道経済の活性化�・地域振興活動のさらなる展開
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▍�地球環境問題への積極対応�〜再生可能エネルギー導入�
・風力発電所（ほりかっぷ）

▍�地域を担う次世代の教育�・おもしろ実験室常設

1990 年代前半
バブル崩壊

1997
アジア通貨危機

2008
リーマン・ショック

2011
東日本大震災

1991
ほくでん情報テクノロジー（株）設立

2001
北海道レコードマネジメント（株）設立

2007
（株）ほくでんアソシエ設立

2000〜20091990〜1999 2010〜2021

▍�将来的な電力の安定供給�・LNG火力発電所（石狩湾新港） 
・北海道と本州を結ぶ新たな連系設備 
 （新北本連系設備）

▍��総合エネルギー企業を目指して�〜2010年ビジョン

引き継がれる電力のDNA

苫東厚真発電所

▍�再生可能エネルギー導入拡大�・伊達メガソーラー発電所 
・大型蓄電システム実証事業

2000
部分自由化スタート

2005
電力取引市場の開設

2016
全面自由化

▍電力自由化・システム改革への対応
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特集2：70周年

2018
北海道胆振東部地震

2020
新型コロナウイルス感染拡大

2018
石狩LNG桟橋（株）設立

2019
北海道電力コクリエーション（株）設立

2020
北海道電力ネットワーク（株）設立

2030 2050

経営ビジョン2030

〜�事業の持続的な成長と�
持続可能な社会の実現を�
目指して経営環境の変化を
好機ととらえ持続的な�
成長を実現

・CO2排出量： 
 2013年度比で50％以上低減 
 （△1,000万ｔ以上/年）

・再生可能エネルギー発電： 
 30万kW以上増

・非化石電源比率：60％以上

2050年 
カーボンニュートラルを 
目指して 

〜�2050年のカーボン�
ニュートラル実現に�
向けた取り組みを進め、�
脱炭素社会の実現に�
最大限、挑戦する

�

▍�レジリエンスの強化

引き継がれる電力のDNA

北海道胆振東部地震時の配電線復旧作業

創立70年の感謝の気持ちを込め、ほくでんグループＣＭ 
ソング「365日の明日」FULLバージョンを制作しました。
ほくでん公式YouTubeチャンネルでは、楽曲を北海道各
地の四季折々の美しい風景などの映像とともにお届けして
いますので、ぜひご視聴ください。

「365日の明日」Lyric�Video（Featuring�島太星）

「365日の明日」Lyric�Video（Featuring�Rihwa）

▍�電気を中核とする�商品・サービスの多様化�
・ほくでんガススタート

2020
発送電分離

▍�北海道電力ネットワークの発足�・送配電部門の分社化
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　当社は、昨年４月１日に「北海道電力ネットワーク株式会社」として、北海道電力株式会社の一般送配電事

業、離島における発電事業等を承継してから、2年目を迎えました。新型コロナウイルス感染禍での事業開始

となりましたが、当社の目指す企業像である「安定供給の維持」「地域からの信頼」「価値創造による成長」

の実現に向けて、着実にその第一歩を踏み出すことができました。

　今後も、再生可能エネルギーの受け入れ拡大や自然災害に対するレジリエンスの強化などへの課題に的

確に取り組んでまいります。電気事業を取り巻く環境は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて動き

出すなど、昨年の発送電分離という歴史的転換点を迎えてなお、変化し続けています。私たちは、こうした事

業環境の変化を成長、発展に結びつくチャンスととらえ、変化に臆することなく、自らも変革、変貌を遂げられ

るよう、積極果敢に取り組んでまいります。そして、ネットワーク設備の先の多くのお客さまに対して感謝の気

持ちと謙虚さを忘れることなく、安定供給という変わらぬ使命をしっかりと果たし続けます。

事 業 承 継 から2 年目を迎えて
～安 定 供 給という
  変 わらぬ 使 命を果 た す

取締役社長

北海道電力ネットワーク
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ほくでんネットワーク

　北海道電力ネットワークの第一歩は、コロナ禍の中で踏み出すことになりましたが、各職場で感染予防を徹底したことで、確実に事

業運営を継続することができました。当社の従業員が持つ、安定供給にかける意識の高さと思いの強さをあらためて実感しました。

　この１年は、災害時の情報発信力の強化や、他の一般送配電事業者との連携強化にも着実に取り組みました。また、昨年12月

から本年1月にかけて発生した需給逼迫に関しては、供給力（キロワット）だけでなく、供給量（キロワット時）の確保などの課題に対

して、国の検証を注視しながら、的確に対応してまいります。

事業承継からこれまでを振り返って

　ネットワーク会社として自律的経営を確立するため、収入拡大と費用抑制に取り組みます。

　収入面については、エアコンやＥＶ（電気自動車）の普及などを通じ道内の電力需要を底上げし、新たな事業へ果敢にチャレンジ

し、託送収入以外の収入源を増やします。

　費用面については、組織横断的なチームによる収支改善策の検討や、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進、他電力会

社との仕様統一化など資機材調達の工夫、カイゼン活動に引き続き取り組んでいきます。

　人口減少や再生可能エネルギーの導入拡大など課題は様々ですが、こうした課題に対処するため、『そうぞう（創造、想像）力』

を働かせ、様々なことにチャレンジしてまいります。

安定的な利益創出について

  今年度は、「強固な経営基盤の確立」「安定供給の確保とさらなる電気事業制度改革への対応」および「ＥＳＧに関する 

取り組み」の３点に取り組んでいきます。

今年度、重点的に取り組む事項について

1 強固な経営基盤の確立
・  送配電事業を取り巻く環境が変化する中でも、将来にわたり低廉で安定した電気をお届けするため、 

安定した利益を確保し続ける強固な経営基盤を確立。

2 電力の安定供給の確保とさらなる電気事業制度改革への対応
・  将来を見据えた設備形成の検討と、蓄積データ、新たな知見、技術を活用した経年化設備への的確な対応。

・  再生可能エネルギー導入拡大、配電事業ライセンスの新設、託送料金制度の見直しなどに対する的確な対応。

3 ＥＳＧに関する取り組み
・  事業の持続的な成長と持続可能な社会の実現に向けて、これまで以上に、ＥＳＧを重視。

・  カーボンニュートラルの動きを踏まえた、 
電力品質の維持と再生可能エネルギーの最大限の導入の両立に向けた取り組み。

・  地域の皆さまとの積極的な対話活動の推進と「共創」理念に基づく地域活性化活動の展開。

重 点 的 に 取 り 組 む 事 項
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　これまでの仕事を前提とするのではなく、工夫に挑む機運

が急速に高まるなど業務効率化や生産性向上につながるカイ

ゼンマインドが現場に着実に浸透しつつあります。

　さらに、より一層の効果を創出するためには、社員が率先し

てカイゼン活動に取り組み、当社社員と施工会社が協働で工

法などの磨きこみを行いカイゼン効果を実感し、カイゼンサイ

クルによる生産性向上を図っていく必要があります。

　カイゼン活動による生産性向上は、道内における送配電の

施工力の確保に寄与するとともに、施工会社の労働環境改善

にも結び付くことを期待しています。この活動により作業効率

を上げ、当社事業に関わる労働環境を改善することは当社の

責務です。グループ会社や協力会社と一体となって安定供給

を守っていきます。

カイゼン活動の成果と生産性の向上について

　従来とは比較にならない規模の再生可能エネルギーを北海

道へ導入することが、国レベルで検討されています。特に洋上

風力は、国と民間で構成される官民協議会にて２０４０年まで

に道内において最大１４６５万kWを導入する目標が掲げられ、

北海道エリアの平均電力需要の４倍程度となる規模です。国

の審議会での議論を踏まえ、再生可能エネルギーの電気を北

海道から本州に運ぶ大容量かつ長距離の直流送電について、

当社としても検討に協力していきます。一方で、ネットワークコ

ストを低減する観点からは、需要地に近い場所に再生可能エ

ネルギー発電所の立地を誘導する仕組みも必要です。

　今年１月にはノンファーム型接続の受付を開始しており、再

生可能エネルギーの導入拡大に向け、早期に対応する上で、

有効な対策です。こうした足元の課題に確実に対応する一方

で、カーボンニュートラルの実現に向けた中・長期的な再生可

能エネルギー導入拡大策について、当社が北海道の地域特

性を考慮しながら、北海道の発展に寄与するため、国や関係

機関と連携し検討を深めていきます。

　需要面から見ると、北海道は全国と比べて石油の依存度が

高く、電化の伸びしろが大きい特徴があります。道内各地の

ニーズや動向を把握し、電気の持つ快適性や利便性をこれま

で以上に積極的にＰＲしていきます。

２０５０年カーボンニュートラルへの対応について

　近年の自然災害対応における教訓を踏まえ、他の一般送

配電事業者や自治体、関係機関との連携を強化しています。

２０２０年度は防災連携協定を締結している北海道エネルギー

（株）や海上自衛隊との連携訓練を実施しました。

　災害時などのお客さまからのお問い合わせ窓口の充実化も

図っています。２０２０年度は６月に札幌市と青森市、９月に金

沢市でコンタクトセンターの運用を始めました。２０２１年３月

には、ＳＮＳや人工知能（ＡＩ）を活用して停電情報を提供する

サービスを開始しています。

　北海道胆振東部地震から２年半が過ぎましたが、この災害

の対応から得られた教訓を風化させてはなりません。ＰＤＣＡ

サイクルを回し、策定したアクションプランをこの先も確実に

実践していくことが重要です。引き続きライフラインを支える

者としての誇りと自覚を持ち、全国からの応援要請にも備え

て、１分１秒でも早くお客さまに電気を届ける使命を確実に果

たします。

至近の自然災害と北海道胆振東部地震への対応

海上自衛隊大湊地方総監部（青森県むつ市）との連携協定に基づき、海上自衛隊の
輸送艦で移動発電機車や復旧車両を海上輸送する想定で訓練を実施

北海道電力ネットワークの主な取り組み
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ほくでんネットワーク

　地域の声を事業活動に反映した例として、札幌支店が昨年以降、配電設備の保守で伐採した樹木を札幌市円山動物園に提供して
います。伐採直後の新鮮な樹木が動物に好まれることから、当社にとっても伐採樹木の廃棄処理費用削減や業務効率化につながり、
動物園と当社の双方にメリットのある取り組みとなっています。

札幌支店は、停電防止のために直営で伐採した樹木を、ゾウの餌として地元動
物園に寄贈する取り組みを開始 （写真は、樹木寄贈後に札幌支店社員と動物
園スタッフがグータッチを交わす様子）

おいしそうに樹木を食べるゾウたち

　ライフラインである電力を途切れさせないという強い使命

感を持ち、全従業員が、業務中のマスクの着用、こまめな手洗

いや消毒を実施し、感染リスクの低減に向けた行動を徹底し

ています。特に、非常災害時において、コロナ感染が蔓延しな

いよう、本部機能の分散を図るとともに、中央給電指令所の

交替勤務者や送配電設備の保守部門で感染者が発生した場

合の応援体制も定めています。

　また、２０２０年１０月からは恒常的な取り組みとして『在宅

勤務制度』を導入しています。在宅勤務に適したパソコンの更

新やウェブ会議の活用も進めています。

安定供給を守るための、コロナ禍への対応

　地域の発展なくして当社の発展はないと考えています。北

海道の皆さまと共に新たな価値を創り上げる『共創』の理念に

立って、地域の皆さまとのコミュニケーションを大切にしなが

ら、当社の持つ技術やノウハウを地域社会の発展に役立てて

いきます。地域の信頼獲得へ全道各地の支店やネットワーク

センターの従業員が、日々、地域の皆さまと交流を深め、様々

なお客さまの声を直接聞かせていただく機会を積極的に設け

ていきます。

地域の皆さまの信頼獲得

市民団体の東日本大震災被災者支援10周年展をお手伝い

TOPICS
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電力の安定供給とレジリエンス向上への取り組み

　近年の自然災害の激甚化により、電力インフラのレジリエンス強化が求められています。

　分社化後も、ほくでんグループがこれまで脈々と受け継いできた技術力と使命感をもって、責任あるエネル

ギー供給の担い手として、グループ一体となって電力の安定供給とレジリエンス向上に取り組んでいます。

　北海道胆振東部地震への対応について検証を取り進め、道

内全域停電の再発防止策を検討し、今後の電力安定供給や情

報発信・連携に活かしていくため、当社は、具体的な対策を「ア

クションプラン」として取りまとめ、対策を行ってきました。

　２０２０年１０月末までに全９８対策を完了しました。

　今後とも関係機関と連携しながら、防災、減災に向け、ＰＤＣ

Ａサイクルを継続し、北海道の皆さまが安全・安心に電気をお

使いいただけるよう、電力の安定供給に努めていきます。

▎�大規模停電に対応するための主要な取り組み（アクションプラン）

▎�長時間停電への備え～ブラックアウトを想定した情報伝達訓練および総合訓練の実施～

　ブラックアウト発生時の停電復旧過程における復電情報等の社内共有・迅速な情報発信を目的とした情報伝達訓練を実施しまし

た。また、総合訓練では、非常用電源の起動失敗により初動３０分間が全館停電という過酷な条件を想定しました。

北海道胆振東部地震の対応を踏まえたアクションプラン

長時間停電への備え 連携強化

■  ブラックアウトを想定した全体訓練を実施

■  札幌直下型地震に対する事業継続計画を検討

■  人工呼吸器などの医療機器に対するサポート体制整備の検討

等

■  北海道・自治体への連絡体制を強化

■  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

■  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

情報の発信 復旧体制の整備

■  ホームページ、Facebook、Twitter、ラジオなどメディアごと
の情報発信

■  停電情報システム改修による迅速な発信

■  道内滞在の外国人に向けた英語・中国語などによる発信  等

■  電力各社からの応援車両の受入体制を整備

■  道路が寸断された場合、巡視・情報収集等にヘリコプターやド
ローンを活用（道内の全事業所にドローンを配備）  等

全館停電を想定した暗闇の中での情報収集 社長をトップとした対策会議の実施 SNS等を活用した情報発信
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安定供給

　電力の安定供給や災害時の早期復旧を目的に、道内企業や自治体、自衛隊等と災害に備えた防災協定を締結しました。引き続

き、関係機関との協力体制を強化します。　

▎連携強化～災害時の早期復旧を円滑に行うため、関係機関と連携のうえ体制を構築～

　北海道の主な離島は、利尻、礼文、天売、焼尻、奥尻の５島で
あり、北海道電力ネットワークの発電所があるのは、そのうちの
天売島を除く４島。離島についても、「責任あるエネルギー供給
の担い手」として、生活に欠かせない電気を供給しています。

【天売・焼尻島での取り組み】
　発電所がない天売島には、島の東側に位置する焼尻島で発電
した電気を、長さ約5.5kmの海底ケーブルを使って送っていま
す。海底ケーブルは、経年劣化や様々な外的要因により損傷す
ることがあります。海底ケーブルが故障すると、天売島はすべて
停電になり、復旧にも時間がかかります。入念な点検や損傷した
箇所の修復を行い、停電が起きないように努めています。

【海底ケーブル点検】
　天売島の発電所は１９６９年に廃止されました。それ以降、発
電所のある焼尻島とつながる２本の海底ケーブルが天売島への
電力供給の「命綱」となっています。２０１１年には海底ケーブル
を１本張り替え、供給信頼度を高めています。
　ケーブルは定期的に目視点検していますが、年１回の潜水点
検ではダイバーが海底に潜り、５km強のケーブルを詳しく調べ
ます。ダイバーはまず、ケーブルの周囲に付着した海藻などを除
去してケーブルを見やすくし、ケーブルの外装鉄筋が損傷してい
れば、ケーブル保護管を取り付けるなどして補修します。

TOPICS

離島への電力供給

北海道エネルギー株式会社
陸上自衛隊北部方面隊
株式会社セコマ
北海道旅客船協会
東日本高速道路株式会社
片桐機械株式会社
イオン株式会社
海上自衛隊大湊地方総監部
北海道開発局
北海道および道内16の自治体

2021年8月末時点



再生可能エネルギーの導入量（2021年3月末） 北海道内の系統への風力・太陽光発電の連系量

合計460万kW
※純揚水発電所である京極発電所を除く

風力53万kW
太陽光199万kW

水力165万kW
地熱3万kW
バイオマス40万kW
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（232）（  ）内は2021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（Ⅰ期残分）を含まない。

中給自動給電システム 再生可能エネルギー
予測システム

気象データ
（予報・実績）

気象会社

専用端末

専用サーバー

予測データ
（太陽光・風力出力）

実績データ
（太陽光・風力出力等）

風力事業者 北海道電力ネットワーク

東京電力PG

①電気を供出
（前日予測）

③調整力

前日スポット
市場

②電気を買取
（実際の出力）
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再生可能エネルギーの受入拡大に向けた取り組み

　北海道は再生可能エネルギー資源の宝庫であり、これまでも水力発電をはじめ太陽光発電や風力発電、バ

イオマス発電などの系統への受け入れに積極的に取り組んできました。

　今後も出力予測精度向上や出力制御方法の確立、系統側蓄電池を活用した風力募集など、様々な取り組

みを進め、電力品質の確保を前提に受入拡大に努めていきます。

北海道エリアにおける再生可能エネルギーの導入状況

再生可能エネルギーの受入拡大に向けた各種取り組み

　2021年3月末の北海道内の再生可能エネルギー連系量は460万kWとなっております。その内訳は、水力発電が165万kW、

風力発電が53万kW、太陽光発電が199万kW、バイオマス発電が40万kW、地熱発電が3万kWとなっております。

　確実かつ効率的な需給運用を図るため、2016年度より太

陽光発電および風力発電の発電状況を予測する、再生可能

エネルギー予測システムを導入しました。2017年度には、太

陽光パネル上の積雪を考慮した新たな予測手法を開発し、効

果を確認するなど、実運用を通じて予測技術の検証や改良を

進めております。

▎�再生可能エネルギー発電の予測精度向上

　風力発電の導入拡大に向けた取り組みとして、東京電力PG

と共同で既設地域間連系線を利用した実証試験を実施してい

ます（2018年1月開始）。本実証試験では、地域間連系線を

通じて東京電力の調整力を活用します。本実証試験にあたり、

2011年12月に約20万kWの風力発電募集を実施しました。

（2017年2月に辞退等による未達分6.35万kWの追加募集

を実施）

▎�風力発電の導入拡大に向けた�
東京電力パワーグリッド（PG）との実証試験



工事費を共同負担

系統側蓄電池

連系
設備

PCS（電力変換装置）

蓄電池
中央給電指令所

風力発電出力 系統側蓄電池出力
充電

放電

稚内市

豊富町
猿払村

幌延町

天塩町

遠別町

初山別村

北海道北部風力送電（株）
・（株）ユーラスエナジー
・コスモエコパワー（株）
・稚内信用金庫　
・（株）北洋銀行
・（株）北海道銀行
・（有）稚内グリーンファクトリー　
・北海道電力ネットワーク（株）
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再エネ受入拡大

　再生可能エネルギー電源の出力変動に対する調整力とし

ての性能実証および最適な制御技術を開発することを目的

に経済産業省の「平成24年度大型蓄電システム緊急実証事

業」に住友電気工業（株）と応募し、採択されました。

　南早来変電所（勇払郡安平町）に大容量のレドックスフロー

電池（定格出力15MW、蓄電容量60MWh［15MW×4時

間］）を設置し、制御技術の開発や蓄電池の性能評価などの

技術検証を行い、2019年1月に実証試験を終了しました。当

実証事業で得られた知見を、系統側蓄電池による風力発電募

集の検討に活用しております。

▎�大型蓄電システム実証事業

　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

100万kW（Ⅰ期60万kW、Ⅱ期40万kW）の風力発電の募集

に取り組んでいます。

　Ⅰ期については、最終的に15件16.2万kWの事業者より連

系意思を表明いただき、1.7万kW-3h（5.1万kWh）の系統

側蓄電池を設置することとなりました。

　Ⅰ期蓄電池の2022年度運用開始に向けて工事等を進める

とともに、残りの４３．８万ｋＷについては、風力発電の追加募集

（Ⅰ期残容量）を行い、再生可能エネルギーの導入拡大を図っ

ていきます。

▎�系統側蓄電池活用による風力発電募集

　再生可能エネルギーの拡大への取り組みの一環として、本

事業に採択されたSPCである北海道北部風力送電(株)に出

資し、技術協力を行っています。

　本事業は、既に事業化(送電線の整備・運用)が決定され、

2022年度の送変電設備運用開始に向けて建設工事などが

進められています。

▎�風力発電のための送電網整備実証事業

　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）が公募した再生可能エネルギーの導入拡大に向け

た実証事業について、東京電力PGを幹事法人とする共同実

施体への参加を通して応募し、2020年6月23日に採択されま

した。

　当社は、本事業への参加を通じて、得られた知見を有効に活

用していきます。

▎�「日本版コネクト＆マネージ」に関する�
　NEDO 実証事業への参画

蓄電池建屋外観

建屋内部

電解液タンク

レドックスフロー電池では、電解液タ
ンクに貯蔵している電解液の電池
反応により充放電を行います。

◯実証期間
　2020年7月1日〜2024年2月（予定）
◯共同実施体

東京電力パワーグリッド株式会社
（幹事法人） 東京電設サービス株式会社

東京電力ホールディングス株式会社 株式会社日立製作所

北海道電力ネットワーク株式会社 四国計測工業株式会社

東北電力ネットワーク株式会社 一般財団法人日本気象協会

一般財団法人電力中央研究所 伊藤忠テクノソリューションズ
株式会社

株式会社テプコシステムズ 国立大学法人東京大学



※�Task�Force�on�Climate-related�Financial�Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース）の略。主要国の中央銀行や金融規制当局などで構成される金融安定理事会
（FSB）が設立した作業部会。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、情報
開示を推奨する提言を行った。

43

環　境Environment

社長を委員長とする「環境委員会」において気候
関連問題を含む環境課題全般について審議して
います。その上で、取締役会において、気候関連
問題を含む重要な業務執行に関する意思決定を
行っています。

Ｓ＋３Ｅ※の観点から、電力供給面、電力需要面で
の取り組みを推進し、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。
シナリオ分析については、外部シナリオモデルで
あるIEA「World�Energy�Outlook2020」（右
図参照）を用いて、気候変動に伴う事業環境の変
化の可能性を把握するとともに、気候関連リスク
および機会について検討しています。
気候関連問題に対する当社の基本的な戦略は、電
源の低炭素・脱炭素化と電化促進と考えています。

・環境理念�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
・環境管理体制�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46

ガバナンス

指標と目標 リスク管理

戦略

・CO₂削減に向けた取り組み� ・・・・・・・・・・・・P49
・�再生可能エネルギー導入拡大に向けた�
取り組み（研究開発を含む）�
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9〜18,27,41,42

「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
して位置づけ、達成状況を定期的にチェックして
います。
また、ほくでんグループの持続的な成長と持続可
能な社会の実現を目指して「ほくでんグループ経
営ビジョン2030」を策定し、経営目標としてCO₂
排出削減の環境目標を位置づけるとともに、今後
の取り組みの方向性等を示しました。

参照シナリオに基づき抽出した気候関連リスクを
移行リスク（法規制、技術、市場、評判）と物理リ
スクの観点から整理し、環境委員会で議論・認識
しています。
経営に与える影響が大きいリスクについては、
経営方針および各部署の業務運営計画へ反映さ
せ、PDCAを展開し管理しています。

・ほくでんグループ経営ビジョン2030�・・・P19,20
・環境管理項目の実績と将来目標�・・・・・・・・P47
�・「電気事業低炭素社会協議会」における�
電気事業全体のCO₂排出削減目標�・・・・・P49

・気候関連リスクと機会�・・・・・・・・・・・・・・・・・P45
・事業等のリスク�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P76

TCFD提言に基づく情報開示

  当社は、TCFD※提言を踏まえた情報開示の充実を図ることによって、ステークホルダーとのコミュニケーションを

深め、企業価値の向上に努めるとともに、持続的な社会の発展に貢献してまいります。

※�Safety,Energy�Security,�Economic�Efficiency�and�Environment

E S G
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　気候関連リスクおよび機会の抽出、認識等を行うために、外部シナリオモデルであるIEA「World Energy Outlook 2020

（WEO2020）」を参照しています。

　WEO2020のパリ協定の2℃目標を考慮したSDSでは、2030年の日本

の電源構成のうち、非化石比率を約60%と想定しています。

　一方、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」では、泊発電所の全基再稼

働後（第Ⅱフェーズ）の非化石電源比率を60%以上と見込んでおり（P17参

照）、パリ協定の2℃目標と整合しています。

　北海道の人口は、国立社会保障・人口問題研究所によれば、2045年には

2020年に比べ2割強の減少と推計されています。一方、エネルギーに関し

ては、たとえば家庭部門を参照すると、北海道は、暖房に伴う灯油への依存

度が高い状況にあります。このため、長期的には、人口減による電力需要の

減少があったとしても、脱炭素化に向けた電化シフトにより、潜在的な電力

需要が期待できるものと考えられます。

参照シナリオ

2019 2025 2030 2040 （年）

（億t-CO₂）

0

50

100

150

200

250

300

350

STEPS

SDS

NZE2050

STEPS：
各国の政策と目標を考慮したシナリオ
SDS：
パリ協定の2℃目標を考慮したシナリオ
(2070年カーボンニュートラル)
NZE2050：
2050年カーボンニュートラルを想定
したWEOの検証データ

2019 2025 2030 2040 （年）
25%

30% 28%

33%

40%

31%

34%
35%

40%

45%

STEPS

SDS

世界のCO₂排出量 日本の電化率推移想定

家庭部門におけるエネルギー消費の割合（2018年度実績）

※経済産業省の「都道府県別エネルギー消費統計」「総合エネルギー統計」を参照し、北海道電力が作成

WEO2020�日本の電源構成想定

0%

10%

20%

40%

60%

30%

50%

70%

90%

80%

100% 1% 地熱

5% 風力

非化石
約60%

7% バイオマス

11% 太陽光

11% 水力

24% 原子力

35% 天然ガス

1% 石油
4% 石炭

SDS（2030年）

20%0% 40% 60% 80% 100%

北海道 電力 26% 灯油 57%

電力 51% 灯油 16%

都市ガス 8%

都市ガス 22%

LPG 8%

LPG 10%

その他 1%

全国

※IEA（2020）「World�Energy�Outlook�2020」を参照し、北海道電力が作成。
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　参照シナリオに基づき抽出・認識した主な気候関連リスクと機会は、次のとおり、TCFD提言を踏まえて分類整理しました。

今後も継続的に、リスクを管理するとともに機会の事業運営等への取込みについて検討していきます。

気候関連リスクと機会

移
行
リ
ス
ク

分類 リスクの内容 発現予想時期 影響度

政策・法規制 CO2削減に向けた政策強化に伴う費用の増加 短〜中期 大

技術 新技術導入に伴う費用増および対応遅延による競争力低下 中〜長期 中

市場 お客さまの電気に対する志向の変化に伴う収入の減少 短〜中期 中

評判 ESG対応および海外動向に起因した資金調達コストの増加 短〜中期 中

物
理
リ
ス
ク

急性 暴風雪や台風等の自然災害の激化による復旧コストの増加 短期 小

慢性 気象パターンの変化や気温上昇による収支の不安定化 長期 中

リ ス ク

機会の内容 分類 関連ページ

安全性の確保を大前提とした泊発電所の再稼働および石狩湾新港LNG火力発電所の活用
による、CO2およびコストの削減

エネルギー源
P12

P21〜22

国の「ゼロエミ・チャレンジ」、経団連「チャレンジ・ゼロ」への参加等を通じたイノベーションによ
る電気の低炭素・脱炭素化

製品・サービス -

国内外における再生可能エネルギーの導入拡大による収入の拡大。
CO2削減のための電化拡大に向けた、高効率ヒートポンプ機器への転換、
IoTサービス活用および電気自動車の導入促進等に伴う電力需要の増加

製品・サービス
資源の効率

P11〜12

TCFD提言、SASBスタンダード等に沿った情報開示の充実、ステークホルダーとの対話など
を通じた関係の維持・向上

市場
P43〜44
P77〜80

設備被害状況を早期に確認するためのドローンの活用および企業や自衛隊との災害時にお
ける協定の締結を通じた早期事故復旧能力の向上

レジリエンス P39〜40

気候変動による電力需要構造の変化や電化促進に対応した事業展開による電力需要の創出  製品・サービス P25〜26

機 会

※短期：5年程度、中期：10年程度、長期：10年以降

　気候関連問題に対する当社の基本的な戦略としては、電源

の低炭素・脱炭素化と電化促進と考えています。需給両面に

着目した対策により、低炭素・脱炭素社会の実現に寄与してい

きます。

　2050年カーボンニュートラルについては、既に実用化さ

▎2050年カーボンニュートラルに向けて
れている技術の最大限の活用はもちろんのこと、アンモニア

や水素、CCUSの活用など革新的イノベーションが鍵と考え

ており、これらの調査・研究に参画のうえ、カーボンニュートラ

ルに取り組んでいきます。

（詳細は、P9〜18「ほくでんカーボンニュートラル」参照）
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【ほくでんグループ環境方針】 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

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

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

地球温暖化
対策の推進

地域環境
保全の推進

環境管理の
徹底

環境
リレーション
活動の展開

循環型社会
形成の推進

積極的な情報提供

環境委員会の様子

　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。

　このような状況のなか、当グループは「ほくでんグループ環

境方針」に基づき、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

境に関する情報提供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。

【環境管理体制】

委員長      ：社長執行役員
副委員長   ：副社長執行役員
委員         ：関係部室長

委員長     ：社長執行役員
副委員長  ：環境室担当執行役員
委員        ： 経営企画室担当執行役員

関係部室長

環境委員会

環境委員会

各事業所

各事業所

グループ各社

北海道電力ネットワーク

北海道電力

ほくでんグループ
環境推進委員会

地球や地域の環境に関わる課題に積極的に取り組みます

▎環境理念

　ほくでんグループは、環境問題への取り組みを着実に推進

するため、グループ一体となった管理体制を構築しています。

　当社およびほくでんネットワークにおいて、それぞれの社長

を委員長とする「環境委員会」を設置し、環境に係る経営の

機会やリスクなどについて議論します。

　「環境委員会」での議論内容などを踏まえ、ほくでんグルー

プ一体で環境負荷低減の取り組みを推進していきます。

▎環境管理体制

環境負荷低減への取り組み
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※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

実績
2020年度目標 評価 2021年度目標

2019年度 2020年度

CO2排出係数※1

[kg-CO2/kWh]
   調整後※2 0.601 0.549

極力低減 極力低減
基礎 0.593 0.601

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 55.2 57.4 極力低減 極力低減

低公害車の導入率[％] 83.7 82.1 極力向上 極力向上

SOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.66 0.58 極力低減 極力低減

NOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.52 0.42 極力低減 極力低減

PCB処理の
推進

微量PCB汚染柱上
変圧器処理量[台] 7,486 6,034

2026年度末までに
確実に処理

2026年度末までに
確実に処理微量PCB汚染絶縁油

処理重量[t] 153 47

産業廃棄物リサイクル率※4[％] 97.2 93.9 95程度 95程度

石炭灰リサイクル率[％] 97.6 93.5 95程度 95程度

オフィス水使用量[万㎥] 21.8 20.7 極力低減 極力低減

グリーン調達率（事務用品等）※5[％] 93.8 95.2 93 93

コピー用紙購入量[百万枚]（A4換算）
（ ）内は従業員1人あたりのコピー用紙購入量 

101
（9,100枚）

87.4
（8,300枚）

従業員1人あたりのコピー用紙 
購入量10％減（対2018年度比）

従業員1人あたりのコピー用紙 
購入量10％減（対2018年度比）

　「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、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。

▎環境管理項目の実績と将来目標（ほくでんグループ）
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※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 他社電力購入分を含みます。
※3 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。
※4 排水処理装置からの排水量を集計しています。
※5 四捨五入の関係で合計値が合わない場合があります。
※6 自社利用分を含みます。
※7 オフィス活動に伴うCO2排出量のうち、オフィス電気の換算

分は、発電に係るCO2排出量にも含まれています。

I N P U T

火力発電燃料
石炭 431.5万t
重油 50.2万kl
軽油 1.9万kl
液化天然ガス 45万t

原子力発電燃料
核燃料物質消費量 −kg

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※1 447.3万㎥

オフィス活動
オフィス電気 42.3百万kWh
車両燃料 1,100kl
暖房等燃料 363kl
オフィス水 15.5万㎥

OUTPUT

大気への排出
CO2※2 1,357万ｔ（基礎排出量）

SOX※3 1.3万t
NOX※3 0.9万t

水域への排出
排水量※4 282.7万㎥
COD排出量 11.2t

放射性廃棄物
ドラム缶 84本

産業廃棄物 ※5

発生量 80.9万t
◇石炭灰 63.1万t
◇その他 17.8万t
リサイクル量 75.9万t
最終処分量 4.9万t

オフィス活動に伴う大気への排出
CO2※7 2.9万t

事 業 活 動

発受電電力量
合計　29,359百万kWh

火力発電
18,007百万kWh

原子力発電
−kWh

水力発電
3,450百万kWh

再生可能エネルギー
（水力発電除く）

129百万kWh

揚水動力
△225百万kWh

他社からの購入
(火力・再生可能エネルギーなど)

7,998百万kWh

損失電力量 等
発電所・所内電力
変電所・所内電力

送配電損失
△2,806百万kWh

送配電損失率

5.8％

お客さまへの販売電力量

26,553百万kWh

●2020年度実績

（原油換算）

※6

　事業活動に伴い、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。

▎事業活動に伴う資源の投入（インプット）・環境負荷物質の排出（アウトプット）
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※ CCUS（Carbon Capture,Utilization and Storage）：分離・回収したCO₂を再利用したり、地中等
へ貯留する技術

【取り組み内容】

供給面

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
CO₂排出量の少ないLNG火力発電所の活用
経年化した石油・石炭発電所の廃止

需要面
ヒートポンプなどの高効率電化機器・電気自動車の導入促進
ホームIoTサービス・省エネ診断などのご提供

【取り組み内容】
　2030年度までの取り組みに加え、革新的技術の活用など、あら
ゆる手段を総動員してまいります。

供給面
再生可能エネルギーなどのCO₂フリー電気による水素の製造
火力発電における水素・アンモニアの燃焼
CCUS※技術の本格導入

需要面 CO₂フリー電気から製造した水素の利活用

■��CO₂排出量を2013年度比で1,000万t以上低減� �
(50％以上低減)�

■ 再生可能エネルギー発電の設備容量を30万kW以上増加�
・ 北海道の特性を活かし、洋上風力やバイオマス発電等を 
推進。

2030年度 �当社のCO₂排出削減目標

■��北海道における� �
エネルギー全体のカーボンニュートラルの実現� P9〜18 

・ 2030年度までの取り組みを一層深化させ、革新的技術の
活用など、あらゆる手段を総動員し「CO₂排出実質ゼロ」の
実現に最大限挑戦。

2050年度 �当社のCO₂排出削減目標

　ほくでんグループは、再生可能エネルギーの導入拡大や安

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

運転ならびにヒートポンプなどの高効率電化機器・電気自動車

の導入促進や省エネに向けた情報提供など、供給面、需要面

の両面でＣＯ２削減に向け取り組んでまいります。

　また、これら2030年までの取り組みに加え、2050年におけ

るＣＯ２排出量実質ゼロの実現に向けてＣＯ２フリー電気による

水素製造や製造した水素の利活用など革新的技術の活用につ

いても最大限挑戦してまいります。

▎CO₂削減に向けた取り組み
　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したが、ＬＮＧを燃料とした石狩湾新港発電

所の安定運転、再生可能エネルギーの導入拡大などにより漸

減傾向が続いています。

　泊発電所については、現在、再稼働に向けて総力をあげて取

り組んでおり、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。

▎CO₂の排出状況

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

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。
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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

2019

0.601

※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目標値：0.37kg-CO₂/kWh程度

CO2 排出係数※1の推移

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

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.601

0.549

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。

日本の発電方式別のライフサイクルCO₂※排出量

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

「電気事業低炭素社会協議会」における
電気事業全体のCO₂の排出量削減目標(2030年度）

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

・ 使用電力量あたりの排出係数として、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※1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※2の排出削減を
見込む。

※2  2013年度以降の主な電源開発におけるBATの導入を従来型技術の導入の場合と 
比較した効果等を示した最大削減ポテンシャル。
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　ほくでんグループの発電所は、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�：浮遊物質（水中に浮遊または懸濁している直径2mm以下の粒子状物質の量）
※2�COD：化学的酸素要求量（有機物を分解するのに必要な酸化剤の量を酸素量に換算したもの）
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産業廃棄物の発生量と有効利用状況の推移

93.9%の
リサイクル率

達成

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。

産業廃棄物リサイクルの状況（2020年度）

地域環境保全に関する対応

　産業廃棄物の発生抑制（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。ま

た、海洋プラスチック問題やプラスチック資源循環への取り組

みとして、配電用プラスチック類（絶縁カバー、防護管など）の

リサイクルのほか海岸清掃を実施しています。

【石炭灰の有効利用】

　ほくでんグループは、循環型社会の形成に向けた取り組みと

して、廃棄物発生量の約8割を占める石炭灰をセメント原料や

路盤材などのリサイクル資源として有効活用しています。

▎循環型社会の実現に向けた活動の展開

【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。

　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、SOx、NOxの排出量も増加傾向にありましたが、

SOxを排出せずNOx排出量が少ないＬＮＧ火力発電所を導入し

た2019年度以降は、震災前と同程度の水準となっております。
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▎大気汚染防止対策

廃棄物名 発生量（t）  リサイクル量（t）リサイクル率（％）
石炭灰 630,746 589,575 93.5%

石
炭
灰
以
外

脱硫石こう 121,904 121,904 100.0%
がれき類
（廃コンクリート柱など） 32,411 30,089 92.8%
汚泥
（排水処理汚泥など） 8,938 5,439 60.9%
金属くず 5,219 5,001 95.8%
重原油灰 1,627 1,625 99.8%
廃プラスチック 1,026 825 80.4%
その他
（廃油・ガラス屑など） 6,796 4,957 72.9%

石炭灰以外�計 177,922 169,838 95.5%
合計 808,668 759,413 93.9%
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【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。

【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。

　発電所や変電所などで使用している化学物質の適正管理に

努めています。

【PCB無害化処理の取り組み】

　ほくでんグループは、「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。

環境リレーション活動

　地域のイベントなどに参加し、当社の環境問題への取り組み
状況やエネルギー問題について、お客さまとの対話活動を行っ
ております。
　2020年度は、札幌市主催の「生物多様性・脱炭素社会ウェビ
ナー」にて、当社の環境問題への取り組みについてご紹介させ
ていただきました。

PCBを含む廃棄物などの保管状況（2021年3月末）

対象 高濃度PCB  微量PCB

絶縁油量※1 0�kl 8�kl

変圧器 0�台 63台

コンデンサ 0台 16台

ウェス・汚染物など 0�kg 21,642�kg

中・小型機器など※2 4台 159台

蛍光灯安定器 327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。

ほくでんネットワーク苫小牧リサイクルセンター

　ほくでんグループでは環境大臣から認定を受けた微量
PCBの無害化処理施設を苫小牧市内に設置し2017年
8月から廃電気機器の社内処理を安全・確実に進めていま
す。（本施設は2020年4月の分社化に伴いほくでんネット
ワークが継承）

PRTR法に基づく届出実績（2020年度）

物質名 届出事業所 環境への排出量 移動量 使用用途
または発生源事業所数 種類 大気 水域

ダイオキシン 1� その他 0.01mg-
TEQ 0 0 廃棄物

焼却炉

トルエン 1� 火力 3,300kg 0 0 発電用燃料

ヒドラジン 2� 火力 0.1kg 1,400kg 0 ボイラ
給水処理剤

メチルナフタレン
4� 火力

975kg 0 0 発電用燃料
1� 原子力

建物および設備における主な石綿使用状況（2021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）

9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2,600m³（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632,800個（全数の約24%）

増粘剤
架空送電線用の電線

電線防食剤亘長：約190.0km（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）

石綿含有製品残数：�（火���力）約25,700個（全数の約28％）�
（原子力）約34,500個（全数の約63％）

▎化学物質への対応

※�ダイオキシン類を除き、各事業所における年間取扱量1t以上（特定第一種指定科学物質0.5t以上）の
対象物を集計しています（有効数字2桁）。
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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

⑤植栽後

「止まり木」を選んで羽を休めるシマフクロウ

③生長したのちポットへ移植・養生④苗の植栽（42種約17万本）

①工事区域周辺で種を採取する ②種をまきつけ発芽させる

標示管

【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

面的な対策を講じ、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。

　ほくでんグループは、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講じたり、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

発するなど、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。

　ほくでんネットワークでは、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。

発電所建設予定地周辺の海域生物の事前調査

（植生回復の例）

（動物保全の例）

�生物多様性保全への取り組み



【当社の健康経営優良法人（ホワイト500）評価結果】
 当社　  回答企業全体トップ　  業種トップ　  業種平均

経営理念・
方針

明文化・社内浸透
情報開示・他社への普及

組織体制
経営層の関与
体制構築・担当者教育

制度・
施策実行

健康課題の把握・対応
リスク保有者限定施策

評価改善
健康診断結果等の指標の把握
各種施策の結果把握・効果検証

30.0 50.0 70.0

（「経済産業省 令和２年度 健康経営度調査 フィードバック」結果より引用）
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健康経営の推進

健康づくり・生活習慣改善に向けた健康諸施策

　経済産業省と日本健康会議が共同で優

良な健康経営の実践法人を評価・選定する

「健康経営優良法人（ホワイト500）」に昨

年に続き認定されました。

　今後も評価結果（フィードバック）を参考に、培ったノウハウ

を活かした各種健康施策のPDCAサイクルによる効果検証を

もとに、取り組み効果をスパイラルアップしていきます。

「ホワイト500」に継続認定

▎「健康経営度調査」評価内容の積極的な開示

　従業員の健康状況は、生活習慣との関連が深い「脂質」、

「肝機能」などの有所見率が高く、加齢とともに増加傾向にあ

ることから、早い時期からの食生活や運動習慣の改善が必要

です。一方、問診結果では約3割が“改善するつもりはない”と

回答しており、健康づくりに対して関心を持ち、健康行動を実

践・継続することが必要な状況です。

▎背景（定期健康診断結果の基本認識）

　健康保持・増進活動の推進、さらには長期化する新型コロナ

ウイルス感染予防対策により心身の健康を損なうことがないよ

う「健康行動から始める生活習慣見直しの促進および疾病予

防への支援」を全社重点目標に掲げ、各種健康施策を展開し

ています。

▎安全・健康活動重点方針

　「一大決心を必要としない小さな健康行動」を各人が目標

設定し、負担感のない健康づくりを日常から継続的に取り組み

生活習慣の改善や健康増進につなげることを狙いとして「ス

モールチェンジ活動」を全社一斉に展開しています。

　今年度は、「～ニューノーマル時代にできること～今から始

めるスモールチェンジ“つながれ”“広がれ”健康づくり」を全社

目標に掲げ、各自の目標を記載した「健康チャレンジカード」

の活用や健康保険組合が提供するオンライン禁煙プログラム、

健康情報ポータルサイトなど

の支援ツールも活用して各

職場で積極的に取り組んで

います。

▎『2021全社スモールチェンジ活動』の展開

　当社が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すには、事業を支える従

業員の安全と健康を守ることが全てに優先するという理念に

基づき「健康経営」を推進しています。

　当社が健康経営を通じて目指すものや考えを社長自ら「健

康経営宣言」として内外に発信し、先頭に立って健康施策を

推進しています。

健康経営宣言の発信

■ 「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」という使命を果たすには、従業員一人ひとり
が高いモチベーションを持ち、その能力を遺憾なく発揮しな
がら仕事に取り組んでいく必要がある。

■ そのためには、従業員が心身ともに健康であることが何よりも
大切であり、一人ひとりの健康意識を高めていく必要がある。

■ 健康は、生産性や収益性の向上にもつながることから、健康
を経営の柱として、健康管理を推進する「健康経営」の視点
で、様々な活動を積極的に展開する。

■ さらには、職場コミュニケーションを活性化し、誰もが周りの
健康に気を配り、互いに声を掛け合い、健康づくりや働きや
すい職場づくりを積極的に支援し、健康保持・増進の取り組
みを推進する。

「健康経営宣言」要旨

「健康チャレンジカード」のイメージ

社　会SocialE S G
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働き方改革の推進

　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。

取り組み目標

　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、各種勤務制度などの整備を

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加（15日→20日）

● 時間単位休暇制度の導入

● 勤務間インターバル制度（9時間以上）の導入

● 在宅勤務制度の導入・拡充  

（対象事由（育児・介護ほか）を廃止するとともに、適用回数

の拡大を行うなど制度内容を拡充しています）

● 自己治療短時間勤務制度の導入  

（「がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病」な

ど、反復・継続して治療が必要な者を対象に、１日の勤務時

間について２時間まで短縮可能としています）

各種勤務制度の整備

　全従業員に年1回以上、保健師等が個別保健指導を実施

し、定期健康診断結果を踏まえた生活習慣改善に向け、アド

バイスを行っています。

　また、全社保健スタッフ会議を

定期的に開催し、保健データの可

視化の取り組みやノウハウの共

有など医療専門職の情報交流、

資質向上を促進しています。

▎�産業保健スタッフによる全従業員への保健指導

　健康知識の活用力向上を

主眼としたｅラーニング「ヘ

ルスリテラシー教育」の全

従業員への実施や管理職、

一般職別の「メンタルヘル

ス研修」などの教育を適宜、

実施しています。

▎�健康づくりに関する教育
　健康経営の取り組みにおいては、生産性の向上に繋がる健

康づくりを従業員に委ねるだけではなく、会社や健康保険組合

が積極的に関与・連携しながら、ポピュレーションアプローチな

どの健康経営に資する保健事業に継続的に取り組み、従業員

の家族も含めた健康啓発と安全かつ健康で活き活きと働ける

職場づくりの実現を目指していきます。

▎�コラボヘルスの推進�
（健康保険組合と連携した保健事業の展開）

　職場での自主的健康づくりの定着

を目指し、毎年10月を全社「秋の健

康づくり運動」期間と定め、各職場

で様々な活動を展開しています。

　期間中は全従業員共通イベントと

して「ウォーキングラリー」を実施す

るなど、健康意識を高める機会を提

供しています。

▎全社健康づくり強調月間等の実施

　当社は、従業員の働きがいや健康の維持・増進、優秀な人

材の確保などの観点から、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。
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人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み

　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謳い、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、各職場の人事担当箇所に相談窓口を設置しています。  

　また、ハラスメント相談窓口担当者を対象とした教育を

実施しています。

人権の尊重

　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。

　株式会社ほくでんアソシエでは、障がい者

の雇用拡大、養護学校・支援学校などからの

実習や見学の受け入れ、ジョブコーチによる

業務指導・職場定着など障がい者の活躍推進

に積極的に取り組んでおり、2011年より北

海道知事から「障がい者就労支援企業」として認証されてい

ます（当認証マークは2020年度のものです）。

障がい者の活躍推進

　当社およびほくでんグループは、北海道に根ざした企業と

して、2020年7月に北海道白老町で開業した「民族共生象

徴空間（愛称：ウポポイ）」を応援しています。ウポポイはアイ

ヌ文化振興の拠点であり、当社は、行政、経済界、関係団体な

どで構成される「ウポポイ官民応援ネットワーク」にも参画し

ています。

　当社の具体的な取り組みとしては、車両や名刺へのウポポ

イステッカー・応援シールの貼付、定時株主総会でのＰＲスラ

イドの上映などを行っているほか、株式会社ほくでんアソシエ

が製造・販売している「唐松石鹸」ウポポイデザインバージョ

ンの販売や、当社会員制Ｗｅｂサイト「エネモール」でのコラム

掲載など、様々な機会を通じ、ＰＲを行っています。

民族共生象徴空間（ウポポイ）の応援

　当社は、性別にとらわれない多様な人材が、その能力を十

分に発揮し、さらに活躍できる職場環境を整備するため、社内

に「女性活躍推進検討チーム」を設置し、様々な取り組みを実

施しています。　　

【代表的な取り組み】

● 新任管理者向け研修におけ

る意識啓発の実施

● 女性社員の情報交換の場とし

て「ワーキングマザーミーティ

ング」などの交流会を開催

【女性活躍推進の目標】

● 採用者数（中途採用含む）の女性の比率を10％以上とする。

● 女性管理職（課長級以上）の比率を2023年3月末日にお

いて3％以上とする。

女性の活躍推進

　当社では、高年齢者雇用安定法の趣旨や今後の年齢構成

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ています。

　また、2018年4月から、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歳を超えても雇用を延長する

など、適宜、制度の整備・充実を図っています。

高年齢者雇用の促進
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
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労働災害の撲滅に向けた取り組み

　本店に「中央安全衛生委員会」を設置し、全社大で重点的

に取り組む事項を定める「年度活動方針」を策定するととも

に、労働災害の再発防止対策などを審議しています。

　各職場は、上記活動方針に基づき「職場安全・健康活動計

画」を作成し、グループ会社や工事業界の方々とも連携を密

にしながら自律的活動を展開するとともに、ＰＤＣＡサイクルに

より継続的な改善を図っています。

安全活動の推進体制

　当社と請負工事・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「関連工事安全協議会」を設置

し、年度の活動重点事項を策定するとともに、災害防止対策

を協議・実施しています。

　各作業現場では、当社が積極的に足を運び、過去の災害再

発防止対策の有効性の確認など、作業者の方々との対話を通

じたコミュニケーションを図りながら、安全諸課題について相

互に指摘し、気付き合うことで危険を排除できる作業環境の

構築に努めています。

　また、安全管理に優れ災害防止に貢献した会社や個人に対

しては表彰を行うなど、様々な活動を行っています。

関連会社と一体となった安全活動の推進

　不休災害や微傷災害をゼロに近づけることが重大な災害

の防止につながるとの認識のもと、小さなリスクも見逃すこ

とがないよう、全職場で少人数のチーム編成による「ゼロ災

チーム活動」（ゼロ災Ｈ(ほくでん)・Ｋ(危険)・Ｓ(最少化)運動)を

定期的に実施し、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”を高めています。

　また、夏季・冬季特有の厳しい作業環境を踏まえて7月およ

び12月から2月の4ヵ月間をそれぞれ安全強調期間とし、グ

ループ会社と一体となって災害防止に向けた様々な取り組み

を行っています。

ゼロ災害達成に向けた取り組み

　当社事業に携わる人達からは被災者を絶対に出さないとい

う強い決意のもと、全員参加で無事故無災害の達成に向けた

安全活動に取り組んでいます。

全社イントラネットを利用した安全衛生諸活動の情報発信
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将来を担う子どもたちへの科学教育の取り組み

　おもしろ実験室による地域貢献活動「出前実験教室」は、次

世代を担う子どもたちに、実際に「見て・触れて・体験」してい

ただき、科学を学ぶことの楽しさや創造する心を育んでもらえ

るような実験教室を北海道各地で開催しています。出前授業

は毎年開催しており、これまでの実施回数は開館以来310教

室を数え、延べ7,818名の皆さまに参加いただきました。

出前実験教室

北海道各地で出前実験教室を開催し、地域の子どもたちの学びのお手伝いをサポー
トしています。[出前実験教室の様子]

　科学であそぼ「おもしろ実験室」は、主に小中学生のみなさ

んに、実験や工作などの直接体験を通して楽しみながら科学に

親しんでいただく施設です。青少年の「理科離れ」が社会的に

懸念される中、「ほくでん」は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、1995年に開設しました。

　科学に関する多様なテーマの実験教室を実施し、子ども自身

が本来持っている「理科好き」の心を引き出すとともに、身のま

わりの不思議な自然現象に対する興味や好奇心を高め、「科学

する心」を育むことができればと願っています。1995年の開設

以来、累計来館者数は172,999人と地域の多くの方々にご来

館いただきました。

科学であそぼ「おもしろ実験室」

【累計来館者数】
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　一つのテーマにじっくり取り組む「１日教室」を１ＤＡＹサイ

エンスとして科学に関する様々な分野に取り組む実験教室を

行っています。

　特に社会で注目を集めている“旬”なテーマを実験教室に取

り込むことで子どもたちの特別な体験に繋げています。

　また、子どもたちの将来に繋がるキャリア教育(自分の進路

を自分で決めていく力を養うための教育)にも、大学や博物館

などの専門機関と連携し様々な現場の実際のお仕事を身近に

体験出来る教室を企画するなど、取り組んでいます。

次世代（キャリア）教育への取り組み

小惑星探査機「はやぶさ2」帰還を記念した「宇宙と星のふしぎ」の講座（写真上）、
薬剤師による臨床薬学体験などの体験型学習（写真下）など様々なジャンルの講座を
提供しています。[1DAYサイエンスの様子]

「宇宙と星のふしぎ」の講座

体験型学習 体験型学習

「宇宙と星のふしぎ」の講座

　実験教室は、参加者一人ひとりが実験や工作などの直接体

験を通して、科学に対する興味をより高めるプログラムを提供

します。

　コースは全３回の教室で構成され、実験教室に参加する子ど

もたち全員がオリジナル白衣を着て、実験に挑戦しています。

　また、親子で一緒に私たちの身近にある科学について考え

る教室として「親子ｄｅサイエンス」を開催しています。

実験教室（定期コース・親子教室）

定期コース 親子deサイエンス

子どもたち一人ひとりが科学実験を直接体験するプロセスを大切にし、より理解が深まる
工夫をしています。定期コース（写真左）、親子deサイエンス（写真右）[実験教室の様子]
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　新型コロナウイルスの感染拡大の影響が続く、子どもたち

への学習支援を目的として、北海道電力公式YouTubeチャ

ンネルにて、工作や実験を行う動画「わくわくサイエンス」を

公開しています。動画では、おもしろ実験室の講師陣が、自

宅でできる簡単な工作や見て学べる実験を分かりやすく解

説し、いずれも、ご家庭にある身近な日用品を使って、手軽

に「科学の不思議」を体験できる内容となっています。また、

自粛期間中、ご家庭でおもしろ実験室の講義を楽しみながら

体験していただくために「家庭学習応援プロジェクト」を発足

し、子どもたちがご家庭で実験を学べる学習サービスの無料

提供にも取り組んでいます。

家庭学習支援への取り組み

ほくでんおもしろ実験室わくわくサイエンス『表面張力』の実験動画

おもしろ実験室の実験講座をご家庭で体
験できるテキスト、おもしろ実験室講師
動画、実験工作キットの無料提供による
学習サービスを行っています。[家庭学習
応援プロジェクト]

　おもしろ実験室は、未来を生きる子どもたち
が科学の楽しさを体験し、創造力や探究心を高
めていける実験教室の開催を目指しています。
また、科学の本質に触れることができる実験教
材の開発にも日々努めています。さらに、全道
各地において「出前実験教室」を開催し、地
域に根ざした次世代教
育活動にも力を入れる
など本格的な理科実験
を体験できる北海道唯
一の施設です。

おもしろ実験室講師

実験講師　佐藤 博昭 氏

　おもしろ実験室は、楽しい実験や
工作を通じ、科学関連のキャリアへ
の憧れに繋がりました。父の母国で
ある英国の大学で機械工学を専攻
後、 地元北海道に貢献したいと想
い、ほくでんマンとしてキャリアの
第 一 歩を踏み
出しました。

　実験を通じて感じた「なぜ？」に
ついてどんどん調べることで、それ
まで理解できなかった現象を説明で
きたことは良い経験となりました。
おもしろ実験室で培われた調べる力
や探究心を北海道電力で発揮したい
と思い入社しま
した。

実験教室卒業生が当社に入社

釧路支店電力部送電グループ
岩佐 康平（2019年入社）

新得水力センター発電課
ライト 瑠伊寿（2020年入社）

　おもしろ実験室では、学校とは異なる視点で科学に接する

機会を提供しています。子どもたちの興味を高める努力を最

大限に、大人でも参加したくなるような魅力ある実験を行うた

めに創意工夫を凝らしています。これまで積み上げられた実績

を踏まえ、社会教育施設として地域から大きな期待を寄せられ

るとともに、北海道・札幌市教育委員会の「後援」や参加され

た子どもたちの保護者様から高い評価をいただいています。

地域からの信頼と期待

57%
16%

4%
2%

15%
6%

科学の興味を
高められる

教室数を増加
できるとなお良い

学校教育を
先取りできる

参加費が安価

講師の質が高い

その他（感染対策に満足他）

【おもしろ実験室の感想（今後の期待を含む）（保護者アンケート）】

児童・生徒
の声

□理科がもっと好きになった。□授業が楽しくてわかりやす
い。□白衣を着て、色々な実験ができるのが楽しい。

保護者
の声

□毎回とても楽しみに参加しています。帰宅後も楽しそうに、
一生懸命その日の実験室で習った事を話してくれてうれしく
思いました。□学校や自宅では味わえない実験を体験するこ
とで、理科好きが深まったようです。今後もどきどきわくわく
するような教室を開いてください。
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　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、いただいたご意見やご要望を

真摯に受け止め、すみやかに事業活動へ反映し、地域の皆さまから信頼をいただけるよう努めています。また、

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ています。

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

　社長をはじめとする経営層が地域の皆さまを訪問し、競争

の進展や脱炭素社会の構築に向け大きく変化する経営環境

のなかで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いただ

いています。

経営層による地域の皆さまへの訪問活動

　新聞、テレビ、ラジオなどの報道は、お客さまのご理解や株

価、企業価値に大きな影響を与えます。日々の取材対応のほ

か、記者会見やプレスリリース等により、報道機関を通じた地

域の皆さまへの積極的な情報公開に努めています。

　また、泊発電所や再生可能エネルギーの導入拡大に関連す

る施設の見学会、

各種訓練の現場公

開を開催するなど、

当社事業への一層

の理解促進を図っ

ています。

報道機関への対応

　ホームページやSNS（Twitter・Facebook）、マスメディ

ア広告（テレビCMやWEB広告）などで事業活動や各種サー

ビス、地域のお役に立つ取り組みを情報発信しています。

　また、広域停電時や台風・地震などの災害時には、SNSで

停電情報をお知らせしているほか、お客さまが事前にご登録

いただいた地域の停電情報をLINEでお知らせするなど、迅

速な情報発信に努めています。

様々な媒体を通じた情報発信

　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」を当社およびほくでんネットワークのホームペー

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。

地域のお客さまの声を事業活動に反映

　北海道の文化・スポーツ振興のお役に立てるよう、クラシック

コンサートの開催やスポーツイベントへの協賛を行っています。

　「ほくでんファミリーコンサート」は、北海道にお住まいの皆さ

まに本格的なクラシック音楽を気軽に楽しんでいただきたいと

の思いで、全道各地で「札幌交響楽団」による演奏をお届けし

ています。1973年から現在まで500回以上開催し、延べ60万

人の方々にクラシック音楽をお楽しみいただいています。

文化、スポーツイベントの協賛

道内初となる米国産LNGの受け入れを公開

SNS等を利用した積極的な情報発信

レインボーポストの開設によるお客さまサービス向上

50年近くご愛顧いただいているほくでんファミリーコンサート
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2020年度は、95.2％の調達率を達成

　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。

グリーン調達の拡大

調達の基本方針に基づく透明かつ公正な取引の実施

　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。

　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。

▎法令・社会規範の遵守

　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。

▎反社会的勢力の排除

　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。

▎安全の最優先

　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。

▎環境への配慮

　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。

▎オープンな調達

調達の基本方針

　当社は、取引先の皆さまと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。

▎相互信頼の確立

　当社は、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議事務
局」が提唱する「パートナーシップ構築宣言」に参加し、サプ
ライチェーンの取引先の皆さまや価値創造を図る事業者の
皆さまとの連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナー
シップを構築するため、「サプライチェーン全体の共存共栄
と規模・系列等を越えた新たな連携」および「親事業者と下
請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基
づく「振興基準」）の遵守」に重点的に取り組むことを宣言し
ております。

（参考）「パートナーシップ構築宣言」
https://www.biz-partnership.jp/

（公財）中小企業振興機関協会ポータルサイト

パートナーシップ構築宣言への参加

　当社は年に一度「ほくでんグループ経営計画の概要」、「調達計
画および公募対象案件」を提供するほか、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
る情報開示に努め、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。

取引先とのパートナーシップ



社外取締役の選任理由と活動状況　
氏　名 選任の理由 2020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有しており、これまでの当社取締役としての活動実績も踏まえ、独立かつ客観
的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献するとともに、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度
の透明性・客観性の向上に寄与していただくことを期待して選任しています。

取締役会１５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有しており、これまでの当社取締役としての活動実績も踏まえ、独立かつ
客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献するとともに、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬
制度の透明性・客観性の向上に寄与していただくことを期待して選任しています。

取締役会１５回すべて出席

社外監査役の選任理由と活動状況
氏　名 選任の理由 2020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や幅広い識見を有しており、これまでの当社監査役としての活動実績も踏まえ、独立かつ
客観的な立場から、取締役会および監査役会の監督機能強化に貢献するとともに、人事・報酬諮問委員会の委員として、取
締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただくことを期待して選任しています。

取締役会１５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、幅広い識見や財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、これまでの当社監査役とし
ての活動実績も踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会および監査役会の監督機能強化に貢献していただくことを
期待して選任しています。

取締役会１５回すべて出席
監査役会１０回すべて出席

竹 内 　 巌
　会社役員としての豊富な経験、幅広い識見に加え、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。さらに、監査役と
して必要な人格、識見、能力を備えており、独立かつ客観的な立場から、当社の経営に適切な監査意見を表明していただく
ことを期待して選任しています。

（２０２１年６月就任）
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株主総会

コーポレートガバナンスの体制

ガバナンスGovernance
コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組み

コーポレートガバナンス
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▎基本的な考え方

▎重要事項の審議・業務執行について

　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。

　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。

▎監査・監督について
　当社は、社外監査役3名を含む監査役5名(男性4名・女性1

名)で監査役会を構成しています。また、監査役の業務を支援

する専任スタッフを配置しております。

　監査役は、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、事務所における業務お

よび財産の調査等を行うとともに、内部統制システムの整備・

運用状況等を調査し、取締役の職務執行について適法性・妥

当性の観点から監査しています。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、春

日淳志、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10名、その他20名です。

取締役11名のうち2名が社外取締役、男性10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。

コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組み
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▎取締役会の実効性評価
　当社は、取締役会のさらなる充実を図ることを目的に、取締役

および監査役に対して、取締役会の構成、運営、議題、取締役

会を支える体制の4項目について、アンケートを行ったうえで、

その結果に基づき様々な観点からの意見交換を実施しました。

　アンケートの各項目に対する評価および意見交換の結果か

ら、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていることを確認

いたしました。

　一方で、新任役員等に対する研修の充実、取締役の人数・構

成の最適化、経営リスクに関する議論の充実、グループ各社の

業務執行に対するグループ本社取締役会の適切な関与につい

て意見が出されたことから、今後、この4点を重点項目として取

り組んでまいります。

　また、昨年指摘された、内部監査部門との連携強化等につい

ては適切に実施されていることを確認しました。

　取締役会としては、出された意見を踏まえ必要な改善を図

り、企業価値向上と会社の持続的な発展を目指し、取締役会の

実効性をより高めるよう努めてまいります。

▎�取締役・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。

▎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・助言を得ています。

　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。

【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】

（１）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

　　�　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につい

ては、独立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会

の審議を踏まえ、独立社外取締役および独立社外監査役

も出席する2021年4月開催の取締役会において決定方

針を決議しました。

（２）決定方針の内容の概要

　　�　取締役（社外取締役を除く）の報酬は、各取締役の職責

や成果等を踏まえるとともに、業績と企業価値との連動を図

り、持続的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高め

ることを目的として、また、社外取締役の報酬は、会社業績

に左右されにくい報酬体系とすることにより経営に対する

独立性を担保する観点から、以下の方針により決定します。

　a．構成について

　　・�当社取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬、賞与

（短期業績連動報酬）および株式報酬（中長期業績連動

報酬）で構成しています。

　　・社外取締役の報酬は、基本報酬のみとします。

　ｂ．基本報酬について

　　・�基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会決

議の報酬限度額の範囲内で、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。この決定にあたっては、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、独立社外

役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会において個人

別支給額を審議します。その後、取締役会長および取締

役社長が、取締役会決議による一任を受け、人事・報酬諮

問委員会の審議を踏まえ支給額を決定します。

　ｃ．業績連動報酬について

　　①賞与（短期業績連動報酬）について

　　・�賞与（短期業績連動報酬）については、支給の都度株主

総会で総額を決議したうえで、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。この決定にあたっては、特定の指標に拠らず、各

事業年度の業績の内容を総合的に勘案したうえで、独立

社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会において

支給の是非および個人別支給額を審議します。また、支給

する場合は、株主総会決議を得た後、取締役会長および

取締役社長が、取締役会決議による一任を受け、人事・報

酬諮問委員会の審議を踏まえ支給額を決定します。
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▎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。

　　②株式報酬（中長期業績連動報酬）について

　　・�株式報酬（中長期業績連動報酬）については、株主総会

決議の上限株式数の範囲内で、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の決議によ

り定めた役員株式給付規程に基づき、支給株式数等を決

定します。この支給株式数は、在任中において事業年度ご

とに付与したポイント数の合計を、退任時に株式給付信託

制度を通じて1ポイントあたり当社普通株式1株として算

定されます。付与するポイントは、配当の有無に応じて定

まるポイントおよび業績に連動するポイントからなり、業績

に連動するポイントは、連結経常利益を指標とし、「ほくで

んグループ経営ビジョン2030」の利益目標である連結経

常利益230億円/年を目標値として、その達成度に応じて

確定します。なお、目標値に達しない場合は、当該事業年

度のポイントは付与しません。

　ｄ．�基本報酬の額、賞与（短期業績連動報酬）の額および株式

報酬（中長期業績連動報酬）の額の割合について

　　・�基本報酬と株式報酬（中長期業績連動報酬）の支給割合

は、目標達成時においてそれぞれ9割程度、1割程度と

し、賞与（短期業績連動報酬）を支給する場合、その報酬

全体に占める割合は、職責および業績等を総合的に勘案

して決定します。

（３）�2020年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定

方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

　　�　取締役の個人別の報酬等の内容は、独立社外役員を過

半数とする人事・報酬諮問委員会において原案と決定方針

との整合性を確認し、取締役会として基本的にその内容を

踏まえて決定していることから、決定方針に沿うものであ

ると判断しています。

【取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項】

　�　2020年度においては、2020年6月開催の取締役会の委

任決議に基づき取締役会長真弓明彦および取締役社長藤井

裕が取締役の個人別の具体的な報酬額を決定しています。

その権限を両氏に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し

つつ各取締役の評価を行うには最も適している地位にあるか

らです。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、独

立社外役員を過半数とする人事・報酬諮問委員会に原案を諮

問し答申を得ています。

【監査役の報酬に係る決定方針】

　�　監査役の報酬は、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。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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取締役および監査役　（2021年6月25日現在）

※ １． 取締役会長、取締役社長、取締役副社長は代表取締役であります。　 ２． 市川取締役、鵜飼取締役は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役であります。
 ３． 長谷川監査役、成田監査役、竹内監査役は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役であります。

取締役
常務執行役員

瀬 尾  英 生（1958年4月14日生）

原子力監査室担当、地域産業経済担当、
　コンプライアンス担当

1982年4月　当社入社
2007年6月　同 事業推進部部長
2009年2月　北海道経済連合会出向
2015年1月　当社 旭川支店長
2016年6月　同 監査役
2017年6月　同 取締役 常務執行役員（現在にいたる）

取締役
常務執行役員

上野 昌裕（1960年12月13日生）

原子力推進本部副本部長、経営企画室・
需給運用部・総合エネルギー事業部・総合研究所担当

1983年4月　当社入社
2011年7月　同 函館統括電力センター所長
2014年6月　同 工務部長
2016年6月　同 執行役員 企画部長
2018年4月　同 上席執行役員 経営企画室長
2019年6月　同 取締役 常務執行役員（現在にいたる）

常任監査役
秋 田  耕 児（1958年6月4日生）

1981年4月　当社入社
2006年3月　同 企画部電力市場取引室長
2009年4月　同 工務部中央給電指令所長
2013年9月　同 工務部部長
2015年6月　同 総合研究所長
2017年6月　同 監査役
2018年6月　同 常任監査役（現在にいたる）

社外取締役
鵜 飼  光 子（1952年4月20日生）

1983年4月　 お茶の水女子大学大学院人間文化研
究科助手（1985年3月退任）

1985年4月　 群馬女子短期大学助教授 
（1991年3月退任）

1991年4月　 武蔵丘短期大学助教授（2001年3月退任）
2001年4月　 北海道教育大学大学院教育学研究科教授
2018年4月　同 名誉教授（現在にいたる）
2018年6月　当社取締役（現在にいたる）

取締役
常務執行役員

原田 憲朗（1961年9月19日生）

原子力事業統括部長補佐、原子力推進本部副本部長
水力部・土木部・新得水力発電所建設所担当

1985年4月　当社入社
2014年6月　同 配電部長
2017年6月　同 執行役員 人事労務部長
2020年6月　同 取締役 常務執行役員（現在にいたる）

常任監査役
大 野  浩（1960年4月5日生）

1984年 4月　当社入社
2009年 4月　同 釧路支店営業部長
2011年12月　同 総務部企業行動室長
2016年 6月　同 北見支店長
2018年 4月　 同 執行役員 送配電カンパニー札幌支

店長（2020年3月退任）
2020年 4月　 北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 

札幌支店長（2020年6月退任）
2020年 6月　当社監査役
2021年 6月　同 常任監査役（現在にいたる）

取締役社長
社長執行役員

藤 井  裕（1956年4月19日生）

原子力推進本部長
1981年4月　当社入社
2015年6月　同 取締役 常務執行役員
2016年6月　同 取締役副社長
2018年4月　同 取締役副社長 送配電カンパニー社長
2019年6月　同 取締役社長（現在にいたる）

取締役会長

真 弓  明 彦（1954年5月7日生）

1979年4月　当社入社
2012年6月　同 常務取締役
2014年1月　同 取締役副社長
2014年9月　同 取締役社長
2019年6月　同 取締役会長（現在にいたる）
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社外取締役
市 川  茂 樹（1947年7月1日生）

1974年4月　 弁護士登録・札幌弁護士会入会 
（現在にいたる）

2012年6月　当社監査役
2016年6月　同 取締役（現在にいたる）

社外監査役
長谷川 淳（1943年12月13日生）

1971年4月　北海道大学工学部講師
1985年4月　同 工学部教授
1997年4月　 同 大学院工学研究科教授 

（2004年3月退任）
2004年4月　 函館工業高等専門学校校長 

（2009年3月退任）
2009年4月　北海道情報大学学長
2013年4月　同 顧問（2014年3月退任）
2013年6月　当社監査役（現在にいたる）

社外監査役
成田 教子（1951年4月11日生）

1979年 4月　 弁護士登録・札幌弁護士会入会 
（現在にいたる）

2014年12月　 北海道労働委員会会長 
（2016年11月退任）

2016年 6月　 当社監査役（現在にいたる）

社外監査役
竹内 巌（1958年4月5日生）

1981年 4月　株式会社北洋相互銀行入行
2012年 6月　 株式会社北洋銀行 執行役員  

釧路中央支店長
2013年11月　同 執行役員 融資第一部審議役
2014年 6月　同 常務執行役員
2016年 6月　同 常務取締役
2019年 6月　同 取締役副頭取（現在にいたる）
2021年 6月　当社監査役（現在にいたる）

取締役
常務執行役員

小林 剛史（1961年9月19日生）

秘書室・経理部・資材部担当
1984年4月　当社入社
2015年6月　同 企画部部長
2017年6月　同 経理部長
2017年7月　同 執行役員 経理部長
2020年6月　同 取締役 常務執行役員（現在にいたる）

取締役
常務執行役員

齋藤 晋（1961年1月23日生）

火力部・カイゼン推進室・情報通信部担当
1983年4月　当社入社
2015年6月　同 苫東厚真発電所長
2017年7月　同 執行役員 苫東厚真発電所長
2019年6月　同 執行役員 火力部長
2019年7月　同 常務執行役員 火力部長
2021年6月　同 取締役 常務執行役員（現在にいたる）

取締役副社長
副社長執行役員

舟根 俊一（1959年3月7日生）

原子力事業統括部長、
原子力推進本部本部長代理

1983年4月　当社入社
2013年2月　同 原子力部部長
2014年6月　同 泊発電所長
2014年7月　同 執行役員 泊発電所長
2016年7月　同 上席執行役員 泊発電所長
2018年6月　 同 取締役 常務執行役員 泊原子力事務所長
2021年6月　同 取締役副社長（現在にいたる）

取締役副社長
副社長執行役員

氏 家  和 彦（1959年8月18日生）

原子力推進本部本部長代理
内部監査室・環境室・人事労務部・総務部担当

1982年4月　当社入社
2010年7月　同 小樽支店長
2012年6月　同 企画部長
2014年7月　同 執行役員 企画部長
2016年6月　同 取締役 常務執行役員 企画本部副本部長
2019年6月　同 取締役副社長（現在にいたる）
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　現在、当社は、コーポレートガバナンス体制として、取締役

会、監査役会、会計監査人各設置の下、業務の適正を確保す

るための体制に関する基本方針およびこれに付随する諸方

針、計画を定めてこれを実行するという体制を採用しており

ます。

　コーポレートガバナンス体制の採用は、2015年の改正会

社法施行により各会社に義務付けられたものですが、各社と

も強固なガバナンス体制を構築するために、試行錯誤してい

るというのが現状かと思います。また、2021年6月にコーポ

レートガバナンス・コードが改訂されるなど、特に取締役会の

機能発揮に関して、これまでより高いガバナンス水準が求め

られてきております。

　当社におきましても、毎年、業務の適正を確保するための

体制に関する基本方針に新たな検討を加えて、その深化に

努め、リスク管理の徹底、透明性の確保などでは相応の進展

が認められるところですが、全社的にこれが完全徹底される

というところには至っていないようであります。その意味で

は、真に実効性のあるコーポレートガバナンス体制を目指し、

今後もさらに向上させなければなりません。

　このため、当社では「ほくでんグループ経営ビジョン

2030」において、ＥＳＧをこれまで以上に重視することを掲

げ、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを進め

ております。経営環境の変化に速やかに対応し、収益の拡大

と北海道が直面する高齢化や人口減などの社会課題の解決

を通じて、グループの企業価値向上を図っていきたいと考え

ております。

社外取締役に就任されて６年目を迎えますが、
現在の当社のコーポレートガバナンス体制をどのように評価していますか。

1974年4月　 弁護士登録・札幌弁護士会入会（現在にいたる）
2012年6月　当社監査役
2016年6月　同 取締役（現在にいたる）

社外取締役インタビュー

取締役  市川 �茂樹
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　地球温暖化の防止は世界の共通課題ですが、北海道にお

いて、当社がその課題解決に向けた大きな役割を担うことは

間違いないと考えております。これは、北海道が取り組む「ゼ

ロカーボン北海道」の実現に向けても、大きな貢献となりま

す。まずは４月にまとめた「ほくでんグループ『2050年カーボ

ンニュートラル』を目指して」を具体化していくことが当社の

最優先課題と言えます。また、新型コロナウイルス感染症によ

り、人々の価値観やライフスタイルは大きく変わっていくこと

が予想されます。

　このような大きな経営環境の変化のなかにあって、企業とし

て生き残っていくためには、内向きや現状維持の考え方にと

らわれず、外に目を向けて新たな分野に果敢に挑戦していか

なければなりません。

　ほくでんグループは、従来の発送電に関してだけでなく、再

生可能エネルギー、大型蓄電池、省エネなどに関しても、次代

の技術と有能な人材を多数擁しております。また、これまでの

70年間で培ってきた安定供給に対する地域からの信頼とい

う大きな財産があります。

　私は、ほくでんグループが、これらをリソースとしてまた風

力など北海道の豊かな自然に依拠して、新しいエネルギー事

業を構築すべきと考えます。北海道のお客さまや企業を始め

様々なステークホルダーと「共創」していくことで、北海道の

暮らしをより良くし、経済の発展につなげることで社会全体の

期待に応え、企業としても持続的に成長していけるものと確

信しております。

最後にほくでんグループへの期待をお聞かせください。

　私は以前、当社の社外監査役を務めていました。監査項目

の一つにはコンプライアンスの徹底があり、発電所や支店を

含む、各事業所および本店のコンプライアンスのシステムが

有効に機能しているか、そして従業員にコンプライアンスの

意識が浸透しているかなどを監査しました。取締役となった

現在でも、コンプライアンスについては第三者的に、弁護士

として観て、ときに意見することを心がけております。

　私は、日頃より、当社従業員は、北海道民にとって必要不

可欠な電気を安定して供給することを使命と感じていると

思っております。当社従業員の「決められたことを守る」意識

はもともと非常に高いとも思っております。また、これまでの

取り組みにより、以前に増して企業と従業員が、それぞれの

コンプライアンスに対する意識を高めていると感じておりま

す。それでも、こうした取り組みに終わりはないので、企業は

慢心することなくこれらを継続・アップデートしていかなけれ

ばなりません。

　社外取締役の任務は、助言と監督と言われております。こ

の大役を果たすべく、法務・コンプライアンス・リスクマネジ

メントなどの見地から当社経営に対しささやかではあります

が、助言を行っております。また、外部の視点から、社内取締

役とともに経営課題に向き合い議論し、ほくでんグループの

企業価値向上に寄与していきたいとの思いで、社外取締役

を務めております。

改めて、社外取締役としてのご自身の役割についてお聞かせください。
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　北海道電力および北海道電力ネットワークは、「コンプライア

ンス行動指針」を制定し、各社の役員・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、北海道電力社長を委

員長とする企業倫理委員会のもと、北海道電力総務部企業行

動室・北海道電力ネットワーク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、5,567

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74回、延べ4,143名受講、グループ各社

での実施を含む）を実施しています（2020年度実績）。
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回答

相談内容
連絡・指示 結果報告
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報告

（

　
　
　

 

） 社外窓口
（弁護士事務所）

社内窓口
北海道電力（株）
総務部企業行動室

北海道電力ネットワーク（株）
流通総務部

「コンプライアンス相談窓口」受付件数

・2020年度　34件
・2019年度　27件
・2018年度　26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。

コンプライアンスの推進体制

コンプライアンスに関する全従業員アンケートの結果
（2020年12月実施）

「はい」�99.1％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

 北海道電力（株）
 　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
 北海道電力ネットワーク（株）
 　社長、コンプライアンス担当役員
 外部有識者、北海道電力労働組合本部執行委員長

 ［オブザーバー］
 　北海道電力（株）常勤監査役、北海道電力ネットワーク（株）常勤監査役

教育・研修情報共有

相談

報告

連絡

報告・相談 教育

指導

報告・
審議要請

指示

事務局
（北海道電力（株）総務部企業行動室・
　北海道電力ネットワーク（株）流通総務部）

[委員]

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

北
海
道
電
力

　・

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

各
部
門・事
業
所 （株）

（株）

※各部門・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（106名・2021年3月末時点）

コンプライアンスをあらゆる場面で徹底します

コンプライアンス推進の取り組み

▎コンプライアンス相談窓口
　北海道電力および北海道電力ネットワークがそれぞれ開設

している「コンプライアンス相談窓口」は、職場や業務上・業務

外における、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。
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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

リスク管理

　北海道電力および北海道電力ネットワークは、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。各社の副社長執行役員、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、各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
づく業務運営計画などで明確化し、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、実施の確認などを行うことで、リスクの
発生防止と低減に努めています。

▎個人情報保護の取り組み
　北海道電力および北海道電力ネットワークは、個人情報保護

の取り組みを全社的に推進していくため、各社のコンプライア

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。

�　また、各社は「個人情報保護方針」を制定し、個人情報保護

に関する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、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。

▎コンプライアンスの徹底に向けた取り組み
　他企業で発生した不適切事例を踏まえ、2020年4月に北海

道電力および北海道電力ネットワークのすべての役員・従業員

について金品受領を原則禁止とし、その旨を「コンプライアン

ス行動の手引」（各社の役員・従業員一人ひとりが実際の行動

にあたって守るべき基本的な考え方を示している「コンプライ

アンス行動指針」を、より具体的に解説したもの）に盛り込みま

した。

　また、さらなるコンプライアンスの徹底を図るため、以下の取

り組みを実施しています。

・��お客さま、株主、取引先を含めた社外関係者の信頼や期待を

重視する視点を取り入れたコンプライアンス教育（研修、各種

eラーニングなど）を実施しています。

・���コンプライアンス教育のなかで不適切事例についても取り上�

げ、適切な工事発注について、周知徹底を図っています。

・��コンプライアンス担当役員と企業行動マネージャーとのコンプ

ライアンスに関わる意見交換会を実施しています。

　他企業で発生した不適切事例を踏まえ、さらなるコンプライアンスの徹
底を図るための取り組みとして、各事業所におけるコンプライアンス推進
に係る課題や良好事例の共有等を目的に、コンプライアンス担当役員と
各事業所の企業行動マネージャーとの意見交換会を実施しました。
　コンプライアンスがすべてに優先すること、円滑なコミュニケーションが
重要であることなどの理解徹底を図り、各職場への共有を行っています。

TOPICS

コンプライアンス担当役員と
企業行動マネージャーとの
コンプライアンスに関わる意見交換会を実施
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情報セキュリティの取り組み

▎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。

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）

▎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」に配置したうえで、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。

▎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ポリシー」を制定

し、本ポリシーに基づき、グループ各社は社内規程類の整備の

他、各種安全管理措置を講じています。

▎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）

　�　「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（毎年実施）・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。� �

　また、サイバー攻撃の早期検知と迅速な対応のために、ＳＯ

Ｃ※１によるセキュリティ監視（２４時間３６５日）とＣＳＩＲＴ※２に

よるセキュリティ関連情報の収集・展開およびインシデント対

応を行っています。� �

　さらに、平時からサイバー攻撃が行われた場合を想定した

訓練を実施して課題を抽出し、対応レベルの向上に努めてい

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。� �

　また、情報セキュリティを強化するための訓練を適宜実施

し、従業員のセキュリティ対応力の向上を図っています。

※１�SOC:�Security�Operation�Center
※２�CSIRT:�Computer�Security�Incident�Response�Team
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ガバナンスGovernance

株主・投資家の皆さまへの情報開示と建設的な対話活動

　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。

　株主の皆さまに、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、「スマート行使」（スマート

フォンを活用した議決権行使サービス）やICJプラットフォーム

の利用による議決権行使、事業報告説明動画の事前公開など

の環境整備に取り組んでいます。

　また、本年総会においては、新型コロナウイルスの感染が拡

大するなか、開催時間の短縮を図りながら多くの株主さまにご

発言いただきやすい審議方式に変更するなど、対話の充実に

努めています。

　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・

経営成績などの財務情報、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、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】

　2020年度は新型コロナウイルスへの対策としてWeb会議

や電話会議を用いたリモートによる説明会、株主・投資家対応

を行いました。

●�社長をメインスピーカーとした「会社説明会」の開催：�

年2回開催、延べ約150名参加

●�四半期決算毎の株主・投資家面談：延べ約80社

ＥＳＧ情報のホームページでの積極的公開

リモートによる会社説明会

株主総会の様子

株主総会における株主さまとの対話について株主・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・投資家の皆さまとの建設的な�
対話に向けて
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Ｅ　環境
対象 単位 2019年度 2020年度

CO2 排出係数[調整後]
H

 kg-CO2/kWh 0.601 0.549
CO2 排出量[調整後] 万t-CO2 1,420 1,241
直接的な温室効果ガス排出量（スコープ1） 

HN
万t-CO2 1,309 1,280

間接的な温室効果ガス排出量（スコープ2） 万t-CO2 0.1 0.1
その他間接的な温室効果ガス排出量（スコープ3） 万t-CO2 348 355
電源別発電設備容量の割合 水力

HN

％ 20 20
火力 ％ 55 55
原子力 ％ 25 25
新エネ等 ％ 0.3 0.3

水力発電電力量

HN

百万kWh 3,277 3,450
火力発電電力量 百万kWh 18,020 18,007
原子力発電電力量 百万kWh － －
新エネルギー等発電電力量 百万kWh 128 129
火力熱効率 H ％ 41.6 42.2
送配電損失率 N ％ 3.4 5.8
スマートメーター 導入台数

N
万台 217.8 262.6

導入率 ％ 58.5 70.4

SF6ガスの排出抑制（暦年値） 機器点検時
G

％ 99 99
機器撤去時 ％ 99 99

産業廃棄物リサイクル率
G

％ 97.2 93.9
発生量 万t 86.8 80.9
リサイクル量 万t 84.3 75.9

SOX排出原単位 全社 G g/kWh 0.66 0.58
火力 H g/kWh 0.60 0.55

NOX排出原単位 全社 G g/kWh 0.52 0.42
火力 H g/kWh 0.55 0.46

Ｓ　社会
対象 単位 2019年度 2020年度

有給休暇取得日数
HN

日 16.2 16.6
年次有給休暇取得率 ％ 80.9 83.5
育児休業取得率 合計

HN

％ 9.8 16.4
男性 ％ 3.3 10.5
女性 ％ 100.0 100.0

育児休職者数 合計 人 17 30
男性 人 5 16
女性 人 12 14

女性管理職比率 HN ％ 1.9 2.1
障がい者雇用率 G ％ 2.45 2.38

ESG情報ハイライトE S G

［対象について］
H：北海道電力株式会社　N：北海道電力ネットワーク株式会社　G：ほくでんグループ
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ESG の取り組み

従業員数 合計

HN

人 5,535 5,412
男性 人 5,060 4,938
女性 人 475 474

管理職数 合計 人 684 658
男性 人 671 644
女性 人 13 14

新卒採用人数 合計 人 96 107
男性 人 89 94
女性 人 7 13

中途採用人数 合計 人 14 45
男性 人 14 41
女性 人 0 4

中途採用比率 ％ 13 30
平均年齢 合計 歳 39.6 39.6

男性 歳 39.6 39.5
女性 歳 40.2 40.2

平均勤続年数 合計 年 19.0 18.8
男性 年 19.0 18.8
女性 年 19.5 19.4

高齢者再雇用数 合計 人 79 80
男性 人 77 75
女性 人 2 5

介護休職 合計 人 0 0
男性 人 0 0
女性 人 0 0

労働災害度数率 HN ％ 0.09 0.09
従業員負傷者数

HN
人 26 17

請負・委託員負傷者数 人 4 10
おもしろ実験室受講者数 H 人 1,852 865

Ｇ　ガバナンス
対象 単位 2019年度 2020年度

コンプライアンス社内アンケート
HN

％ 99.6 99.1
コンプライアンス相談受付 件 27 34
CSR意識アンケート HN ％ 97.0 96.5
取締役数

H

人 12 12
うち社外取締役数 人 2 2

監査役数 人 5 5
うち社外監査役数 人 3 3

社外役員比率 ％ 29.4 29.4
女性役員数 人 2 2
女性役員比率 ％ 11.7 11.7
取締役会開催数 回 14 15
取締役会平均出席率 ％ 98.7 98.8
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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。
・ 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。

▎行動基準

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。

▎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、以下の行動基準にしたがって行動します。

▎ 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。

ほくでんグループＣＳＲ行動憲章
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原子力発電の状況

　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る。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
る。また、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」「積丹半島北西沖の断層による地震動評価」「日本
海東縁部に想定される地震による津波の再評価」「火山活動の可能性評価、降下火砕物の層厚の再評
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る。
　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る。

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
るが、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る。

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る。

電気事業を取り巻く
制度の変更等

　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る。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る。
　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、2030年度に発電部門からのCO₂排出量の2013年度比半減以上（1,000万トン以上低減）
を目指しているが、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
能性がある。

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る。
　なお、「渇水準備引当金制度」により一定の調整が図られるため、業績への影響は軽減される。

燃料・卸電力市場価格の変動

　燃料および卸電力購入費用については、燃料価格および為替レート、卸電力市場価格の変動により
影響を受ける。そのため、バランスのとれた電源構成を目指すとともに、契約方法の多様化やデリバ
ティブ取引の活用などによって価格変動リスクの分散・回避に努めている。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」があるが、燃料価格の著しい変動などにより、業績に影響が及ぶ
可能性がある。

金利の変動

　ほくでんグループの有利子負債残高は、2020年度末で1兆3,973億円であり、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る。
　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る。

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るが、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る。

感染症の拡大

　電力の安定供給確保に向け、主に以下の新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を実施してい
るが、感染拡大により業務遂行への支障が生じた場合は、業績に影響が及ぶ可能性がある。
・�社内体制を整備し、感染防止対策や事業継続等に必要な指示・情報を適宜周知・発信
・�電力供給上重要な施設において、感染者が発生した場合に備え、代替の直勤務編成や応援体制等を
構築
・�社内において、会議・出張の制限やテレワーク・時差出勤、執務スペースの分離、従業員の分散配置な
どを実施
・�受付窓口において、仕切りや消毒用アルコールの設置など、感染防止対策を徹底
　また、経済活動・生産活動の低下により電力需要が減少した場合など、業績に様々な影響が及ぶ可能
性がある。

コンプライアンスの遵守
　「ほくでんグループＣＳＲ行動憲章」や「コンプライアンス行動指針」を定め、コンプライアンスの遵守
を徹底しているが、法令違反や企業倫理に反する行為が発生した場合、社会的信用が低下し、業績に影
響が及ぶ可能性がある。

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るが、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る。

なお、上記のリスクのうち、合理的に予見することが困難であるものについては、可能性の程度や時期、影響額を記載していない。

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る。
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（2021年６月28日）現在において判断したものである。
ほくでんグループでは、これらのリスクを認識したうえで、発現の回避や発現した場合の対応に努めていく。
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SASBに基づく情報開示

　米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）の産業別スタンダード（ユーティリティ・発電）に関するほくでんグループの取り組み状況
を記載しました。SASBスタンダードは主に米国の企業や市場を想定して作成されているため、日本国内の事業活動には該当しない項目も
含まれますが、可能な限りの情報開示に努めました。

開示トピック 会計メトリクス コード 実　績

環　　境

温室効果ガス
排出電源計画

（１）スコープ1排出量
（２）�排出規制下における�

スコープ1排出量の割合
（３）�排出量報告義務下における�

スコープ1排出量の割合

IF-
EU･110a.1

（１）12,800,000t-CO2
（２）99％（地球温暖化対策のための税）
（３）100％

お客さまにお届けした電気に
関連する温室効果ガス排出量

IF-
EU･110a.2 12,700,000t-CO2

〇�短期・長期のスコープ1排出量の
削減計画

〇�排出削減目標
〇�目標に対する達成度の分析

IF-
EU･110a.3

ほくでんグループは、「ほくでんグループ経営ビジョン
2030」で掲げた温室効果ガスの排出削減に係る目標に取
り組むとともに、それらを一層深化させ、2050年の北海道
におけるエネルギー全体のカーボンニュートラルを実現すべ
く、取り組みを進めています。

〇排出削減目標
◇2030年目標
・�発電部門からのCO2排出量を2013年度比で50%以下の
値とすることを目指す（1,000万t以上/年�低減）
�
◇2050年目標
・�発電部門からのCO2排出ゼロの達成に加え、電化拡大やグ
リーン水素の利活用などにより、電力以外のエネルギーを
含め、北海道のカーボンニュートラルの実現を目指す

〇削減計画
◇2030年に向けて
・�安全性の確保を大前提とした原子力発電所の再稼働
・�国内外における再生可能エネルギー発電事業の展開による
発電容量30万kW以上増
・�CO2排出量が少ないLNG火力発電所の活用
・�経年化した石油・石炭火力発電所の廃止
・�ヒートポンプなど高効率電化機器・電気自動車の導入促進
・�ホームIoTサービス・省エネ診断などのご提供

◇2050年に向けて（従来の取り組みへの追加施策）
・�水素・アンモニア・CCUSなどの革新的技術を活用した火力
発電所のCO2フリー化
・�電化が困難な需要に対する北海道内の再生可能エネル
ギーなどから製造した水素・アンモニアの供給�

〇目標に対する達成度の分析
・�CO2排出量が少ない高効率LNG火力である石狩湾新港発電
所の活用に加え、経年化した石炭火力の休廃止などにより、
目標基準の年度の排出量と比較し、大きく低減しています。

〇リスクや機会の管理
・�社長が委員長を務める環境委員会において、気候変動に係る
世界の動向や法規制内容などについて情報を共有したうえで、
気候関連リスクと機会について議論を行っています。環境委員
会の議論の内容は、ほくでんグループ全体の経営方針に取り
込まれ、その内容について取締役会において審議しています。
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開示トピック 会計メトリクス コード 実　績

温室効果ガス
排出電源計画

（１）�RPS規制下の市場の顧客数
（２）�RPS規制下市場による�

RPS目標達成割合

IF-
EU･110a.4

（１）該当なし
（２）該当なし
※�日本においてRPS規制を定めたRPS法は2012年に廃止
され、固定価格買取制度に移行しているため、該当なしと
しています。

大気質

次の大気汚染物質の大気中への
排出量
（１）NOx（N2Oは除く）
（２）SOx
（３）粒子状物質（PM10）
（４）鉛
（５）水銀
およびそれぞれにおける人口密集
地域での排出割合

IF-
EU･120a.1

（１）8,700t、94%
（２）9,800t、99%
（３）非開示
（４）非開示
（５）非開示

水資源管理

（１）総取水量　
（２）水総消費量
およびそれぞれにおける水ストレス
が高い／きわめて高い地域の割合

IF-
EU･140a.1

（１）25,077,000千m3、0%
（２）2,600千m3、0%

取水・水質に係る法令等違反件数 IF-
EU･140a.2 0件

水資源管理のリスクおよび
リスク緩和戦略

IF-
EU･140a.3

ほくでんグループでは、水関連リスクを管理するため、
以下の取り組みを行っています。
なお、World�Resources� InstituteのAqueductのツール
を用いて、ほくでんグループの設備立地地域の水ストレスを
分析した結果、｢Low-medium」であり、水関連リスクによる
事業への影響は大きくないと考えられます。

〇火力発電設備
・�発電所の運転に伴い発生する機器洗浄水などは、総合排水
処理装置などで油分離・固形物除去・中和などを行い、清浄
な水として放流しています。
・�放流水の海域環境への影響を調査するため、取排水温度差
などのモニタリングを実施しています。
・�水質汚濁防止法の排水基準および各自治体と締結してい
る公害防止協定などに基づき、管理値を設定し、水質汚濁
の未然防止に努めています。

〇水力発電設備
・�法令に基づき、許可を得た取水量を遵守しています。
・�一定条件に該当する水力発電所※において、河川の環境を
維持するための水を放流しています。
※�水力発電用の取水により減水する区間の延長が10km以
上かつ集水面積が200km2以上など

石炭灰管理

石炭灰の発生量および�
リサイクル率

IF-
EU･150a.1 ・630,746t、93%

石炭灰の処分場件数 IF-
EU･150a.2

・2箇所
・�石炭灰処分場の構造について、埋立式であり、また、省令で
定められている「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物
の最終処分場に係る技術上の基準」を遵守し、安全性を確保
していることから、作業上の危険性は低いと考えられます。
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開示トピック 会計メトリクス コード 実　績

社会資本

低廉な�
エネルギー

（1）�家庭用、（2）業務用、�
（3）産業用のお客さまの平均的な
電気料金（1kWhあたり）

IF-
EU･240a.1

（1）28.60［円］
（2）23.38［円］
（3）22.62［円］

家庭用のお客さまの�
（1）500kWh、（2）1,000kWhの
平均月額電気料金

IF-
EU･240a.2

（1）17,248［円］
（2）36,634［円］

電気料金不払いによる
（1）�供給停止件数（家庭用）および
（2）�30日以内に供給再開された

割合

IF-
EU･240a.3

（1）7,740（件）
※�電気料金不払いによる解約件数
※�特定小売供給約款に基づく供給停止件数は除く
（2）実績なし
※�支払期日を経過してなお支払われない場合は、電気標準
約款に基づき需給契約の解約（契約解除）をすることを定
めています。
※�供給停止および供給再開については、電気標準約款に定
めていないため「実績なし」としています。

消費者による電力の入手しやすさ
に関する外部要因
（電力供給サービス圏内の経済状
況を含む）

IF-
EU･240a.4

電気事業法において、「一般送配電事業者は正当な理由なし
に、供給区域における託送供給を拒んではならない。」ことが
定められており、北海道電力送配電管内においては、原則、
ご希望する全てのお客さまに供給を行っているため、電力の
入手のしやすさに差はありません。その他の外部要因として
電気料金に影響を与えるものとしては、政策による再生可能
エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額があります。

人的資本

労働安全衛生

（1）�労働災害事故発生割合
（TRIR：件数/20万延べ労働
時間）

（2）�労働災害による死亡率（件数）
（3）�ヒヤリハット発生率（NMFR：

件数/20万延べ労働時間）

IF-
EU･320a.1

（1）�0.31［%］【社員】
（2）�0［件］�【社員】
（3）�非開示（ヒヤリハット事例については、全社大での集計

を行っていないため非開示としています）

ビジネスモデルイノベーション

需要家の�
エネルギー効率と

需要

販売電力収入のうち
（1）デカップリング、（2）逸失売上
補填（LRAM）の割合

IF-
EU･420a.1 デカップリングや逸失売上補填に該当するものはありません。

電力供給量（MWh）のうち、�
スマートグリッドによる供給の割合

IF-
EU･420a.2 2021年3月末のスマートメーター設置率：70.4％

省エネの取り組みによる�
削減電力量

IF-
EU･420a.3

削減電力量に代わる定量的データとして以下の情報を開示
します。

〇�2020年度省エネ・電化・ZEBに関する提案実績：約2,100
件（社）

※�北海道電力ではお客さまの電化や省エネに対して様々な
ソリューションを提供いたします
（参考URL：https://www.hepco.co.jp/business/
total_solution/index.html）

〇省エネに関する情報提供サービス
（参考URL：https://www.enemall.hepco.co.jp/
u.index.html）

・ほくでんエネモール登録件数：236,001件
ほくでんエネモールは、月々の電気料金や使用量のグラフ
比較などを通じて、電気の上手な使い方をはじめ、お客さま
のお役に立てるような情報をお届けする、会員制webサー
ビス（無料）です。
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開示トピック 会計メトリクス コード 実　績

リーダーシップガバナンス

原子力安全と�
危機管理

原子力発電機（ユニット）数の合計
（米国原子力規制委員会のアク
ションマトリックスコラムでの分類
に基づく）

IF-
EU･540a.1

3基（泊発電所3基）
※�泊発電所は現在3基すべてが停止中であり、稼働に向け、
原子力規制委員会による新規制基準適合性審査に対応
中です。

原子力の安全管理・�
危機管理について

IF-
EU･540a.2

北海道電力では、一人ひとりが安全に関する責任は自らにあ
る事を認識し、継続的に安全文化の育成・維持活動を実践し
ます。
安全性向上に向けた取り組みとして、安全最優先の価値観
の下、安全性向上計画を策定し、毎年見直しを行っていま
す。一例として、広く情報を集め、自ら問題を発見・解決し、再
発防止・未然防止を行う取り組みである「是正処置プログラ
ム(CAP)」を構築・強化しています。
また、原子力に関連する国内外組織の活動に参画し、原子
力安全に係る知見を積極的に取り入れていくとともに、原子
力安全推進協会のエクセレンスガイドラインを活用し、エク
セレンスを目指す活動を実施しています。

送電網の強靭性

サイバーセキュリティ・物理リスク
に関する規制の不遵守件数

IF-
EU･550a.1

非開示（実績を開示することによるサイバー攻撃を引き起こ
すリスクに鑑み、「非開示」としています）

（1）�年間平均停電時間（SAIDI）
（2）�年間平均停電回数（SAIFI）
（3）�1回の停電が復旧するまでの

平均時間（CAIDI）
※�一定規模以上の災害による�
停電も含む

IF-
EU･550a.2

（1）5分間
（2）0.09回
（3）55.56分間/回

事業メトリクス コード 実　績

（1）家庭用、（2）業務用、（3）産業用のお客さま件数 IF-EU･000.A
非開示
※�電力自由化による競争上の理由から、開示を差し控えさせ
ていただきます。

（1）�家庭用、（2）業務用、（3）産業用、（4）その他、
（5）卸　のお客さまに対して供給した電力量の合計 IF-EU･000.B

（１）および（４）の合計：10,863�［GWh］
（２）および（３）の合計：11,820�［GWh］�
（5）非開示
※�電力自由化による競争上の理由から、開示を差し控えさせ
ていただきます。

送電線・配電線の長さ IF-EU･000.C 【送電線】架空12,506km、地中732km（回線延長）【配電線】架空66,678km、地中1,672km（亘長）

全発電量、主要資源による発電割合、�
規制市場における発電割合 IF-EU･000.D

全発電量21,586GWh、うち水力:16.0％、火力:83.4％、�
原子力:実績なし、新エネ:0.6％、なお、日本では規制市場は
存在しません。

卸電力購入量 IF-EU･000.E
非開示
※�電力自由化による競争上の理由から、開示を差し控えさせ
ていただきます。
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主要な財務データ（連結）

財務情報

2016 2017 2018 2019 2020

営業収益（売上高）（百万円）（※1） 702,776 733,050 752,238 748,468 740,790

営業利益（百万円） 27,443 33,726 42,217 42,415 53,775

経常利益（百万円） 12,603 19,421 30,181 32,640 41,150

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 8,793 16,549 22,357 26,720 36,155

RＯE（％）（※2） 4.69 8.48 10.69 11.83 14.12

1株当たり当期純利益（円／株）（※3） 34.09 71.84 101.93 123.16 169.09

1株当たり配当金（普通株式）（円） 5 5 10 10 20

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

設備投資額（百万円） 162,192 139,141 137,695 116,606 78,360

総資産額（百万円） 1,829,539 1,915,904 1,954,981 1,959,060 2,001,650

純資産額（百万円） 200,022 212,991 228,417 247,381 289,733

自己資本比率（％） 10.32 10.51 11.09 11.99 13.84

有利子負債残高（百万円） 1,355,962 1,426,808 1,400,740 1,416,997 1,397,394

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 67,081 107,054 113,808 102,686 136,547

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 145,216 △ 145,355 △ 126,932 △ 126,745 △ 85,607

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 57,357 66,360 △ 31,238 9,823 △ 24,662

※1　 2021年度から「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、電気事業会計規則が改正され、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する影響額につ
いては、収益・費用計上の対象外となりましたが、本資料に記載の実績値については、組み替えを実施していません。

※2　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。
※3　1株当たり当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利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。
※4　連結子会社の北海道パワーエンジニアリング（株）およびほくでんエコエナジー（株）からの受電電力量が含まれています。
※5　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（連結）

2016 2017 2018 2019 2020

販売電力量（百万kWh）

低圧 13,315 12,628 11,673 11,169 10,863

高圧･特別高圧 13,491 12,178 11,101 12,532 11,820

小売販売電力量合計 26,806 24,806 22,774 23,701 22,683

他社販売電力量 1,923 3,305 4,311 2,818 3,870

合計 28,729 28,111 27,085 26,519 26,553

供給電力量（百万kWh）

水力 3,846 3,279 4,083 3,277 3,450

火力 20,569 21,029 19,082 18,020 18,007

原子力 － － － － －

新エネ等 135 148 145 128 129

他社受電電力量（※4） 7,381 6,822 6,829 7,546 7,998

揚水発電所の揚水用電力量 △ 200 △ 239 △ 325 △ 244 △ 225

合計 31,731 31,039 29,814 28,727 29,359

発電容量（千kW）

水力 1,648 1,648 1,650 1,651 1,651

石油 1,964 1,815 1,815 1,815 1,815

石炭 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

LNG － － 569 569 569

原子力 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070

新エネ等 26 26 26 26 26

合計 7,958 7,810 8,381 8,382 8,382

出水率（％） 111.5 94.9 112.6 88.7 92.3

CO2排出係数（kg-CO2/kWh） 0.640 0.678 0.656 0.601 0.549

従業員数（人） 10,985 10,962 10,937 10,736 10,503
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2019 2020
資産の部

　固定資産 1,768,926 1,773,810

　　電気事業固定資産 1,214,542 1,202,725

　　　水力発電設備 210,579 203,730

　　　汽力発電設備 196,753 202,765

　　　原子力発電設備 177,962 166,332

　　　送電設備 185,122 182,371

　　　変電設備 105,017 106,253

　　　配電設備 286,017 289,311

　　　業務設備 46,139 45,589

　　　その他の電気事業固定資産 6,949 6,370

　　その他の固定資産 54,914 52,418

　　固定資産仮勘定 169,986 164,648

　　　建設仮勘定 159,373 150,537

　　　除却仮勘定 138 146

　　　使用済燃料再処理関連加工仮勘定 10,473 13,965

　　核燃料 217,283 231,162

　　　加工中等核燃料 217,283 231,162

　　投資その他の資産 112,200 122,854

　　　長期投資 46,020 52,144

　　　退職給付に係る資産 13,098 19,475

　　　繰延税金資産 41,828 40,822

　　　その他 11,318 11,386

　　　貸倒引当金（貸方） △ 66 △ 974

　流動資産 190,133 227,839

　　現金及び預金 57,490 83,767

　　受取手形及び売掛金 88,918 102,228

　　たな卸資産 36,232 31,013

　　その他 7,896 13,757

　　貸倒引当金（貸方） △ 404 △ 2,926

　合計 1,959,060 2,001,650

連結貸借対照表
（百万円）

財務情報
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（百万円）

2019 2020
負債及び純資産の部

 　負債の部

　　固定負債 1,316,678 1,376,655

　　　社債 610,000 690,000

　　　長期借入金 554,234 534,670

　　　退職給付に係る負債 37,765 35,926

　　　資産除去債務 100,957 104,612

　　　その他 13,720 11,446

　　流動負債 393,210 333,730

　　　1年以内に期限到来の固定負債 167,938 122,642

　　　短期借入金 45,000 39,900

　　　コマーシャル・ペーパー 40,000 10,000

　　　支払手形及び買掛金 42,682 48,457

　　　未払税金 12,754 18,798

　　　その他 84,834 93,932

　　特別法上の引当金 1,790 1,530

　　　渇水準備引当金 1,790 1,530

　　負債合計 1,711,679 1,711,916

　純資産の部

　　株主資本 241,409 274,004

　　　資本金 114,291 114,291

　　　資本剰余金 47,786 47,784

　　　利益剰余金 97,537 130,228

　　　自己株式 △ 18,206 △ 18,300

　　その他の包括利益累計額 △ 6,490 3,097

　　　その他有価証券評価差額金 △ 669 2,369

　　　繰延ヘッジ損益 7 －

　　　退職給付に係る調整累計額 △ 5,827 727

　　非支配株主持分 12,461 12,631

　　純資産合計 247,381 289,733

　合計 1,959,060 2,001,650



85

2019 2020
営業収益 748,468 740,790

　電気事業営業収益 712,670 702,916

　その他事業営業収益 35,798 37,874

営業費用 706,053 687,015

　電気事業営業費用 674,673 651,727

　その他事業営業費用 31,379 35,288

営業利益 42,415 53,775

営業外収益 3,123 1,697

　受取配当金 707 631

　受取利息 42 21

　持分法による投資利益 111 150

　その他 2,261 894

営業外費用 12,898 14,321

　支払利息 11,194 10,400

　有価証券評価損 － 1,870

　その他 1,703 2,050

当期経常収益合計 751,592 742,487

当期経常費用合計 718,951 701,337

経常利益 32,640 41,150

渇水準備金引当又は取崩し △ 796 △ 260

　渇水準備引当金取崩し（貸方） △ 796 △ 260

税金等調整前当期純利益 33,437 41,411

法人税、住民税及び事業税 6,443 7,258

法人税等調整額 △ 126 △ 2,186

法人税等合計 6,316 5,071

当期純利益 27,120 36,339

非支配株主に帰属する当期純利益 399 183

親会社株主に帰属する当期純利益 26,720 36,155

連結損益計算書
（百万円）



86HEPCO Group Report 2021

企業情報・財務情報

連結包括利益計算書
（百万円）

2019 2020
当期純利益 27,120 36,339

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 △ 2,024 3,069

　繰延ヘッジ損益 7 △ 7

　退職給付に係る調整額 △ 785 6,663

その他の包括利益合計 △ 2,801 9,725

包括利益 24,318 46,064

　（内訳）

　　親会社株主に係る包括利益 23,736 45,742

　　非支配株主に係る包括利益 582 322
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株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益

剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 114,291 46,153 78,155 △ 18,203 220,397 1,414 － △ 4,919 △ 3,505 11,524 228,417

当
期
変
動
額

剰余金の
配当 △ 5,197 △ 5,197 △ 5,197

親会社株主
に帰属する
当期純利益

26,720 26,720 26,720

自己株式の
取得 △ 4 △ 4 △ 4

自己株式の
処分 △ 1 1 0 0

組織再編に
伴う変動額 1,633 △ 2,141 △ 507 △ 507

非支配株主
との取引に
係る親会社
の持分変動

△ 0 △ 0 △ 0

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（純額）

△ 2,083 7 △ 908 △ 2,984 936 △ 2,047

当期変動額
合計 － 1,632 19,381 △ 2 21,011 △ 2,083 7 △ 908 △ 2,984 936 18,964

当期末残高 114,291 47,786 97,537 △ 18,206 241,409 △ 669 7 △ 5,827 △ 6,490 12,461 247,381

連結株主資本等変動計算書　前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
（百万円）
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連結株主資本等変動計算書　当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
（百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益

剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 114,291 47,786 97,537 △ 18,206 241,409 △ 669 7 △ 5,827 △ 6,490 12,461 247,381

当
期
変
動
額

剰余金の
配当 △ 3,465 △ 3,465 △ 3,465

親会社株主
に帰属する
当期純利益

36,155 36,155 36,155

自己株式の
取得 △ 95 △ 95 △ 95

自己株式の
処分 △ 1 1 0 0

組織再編に
伴う変動額 － － － －

非支配株主
との取引に
係る親会社
の持分変動

△ 0 △ 0 △ 0

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（純額）

3,038 △ 7 6,555 9,587 169 9,756

当期変動額
合計 － △ 1 32,690 △ 93 32,595 3,038 △ 7 6,555 9,587 169 42,351

当期末残高 114,291 47,784 130,228 △ 18,300 274,004 2,369 － 727 3,097 12,631 289,733
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2019 2020
営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益 33,437 41,411

　減価償却費 75,463 79,267

　原子力発電施設解体費 4,307 4,456

　固定資産除却損 1,726 2,443

　受取利息及び受取配当金 △ 750 △ 652

　支払利息 11,194 10,400

　受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） △ 12,362 △ 13,305

　支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） 1,780 5,508

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 112 5,881

　その他 3,761 17,652

　小計 118,445 153,063

　利息及び配当金の受取額 731 675

　利息の支払額 △ 11,302 △ 10,500

　法人税等の支払額 △ 5,186 △ 6,691

　営業活動によるキャッシュ・フロー 102,686 136,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

　固定資産の取得による支出 △ 128,463 △ 85,003

　投融資による支出 △ 5,707 △ 4,589

　投融資の回収による収入 548 312

　その他 6,876 3,673

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 126,745 △ 85,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

　社債の発行による収入 49,838 119,565

　社債の償還による支出 △ 80,000 △ 110,000

　長期借入れによる収入 129,100 62,500

　長期借入金の返済による支出 △ 95,906 △ 57,062

　短期借入れによる収入 161,724 141,357

　短期借入金の返済による支出 △ 168,661 △ 146,398

　コマーシャル・ペーパーの発行による収入 200,000 140,000

　コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △ 180,000 △ 170,000

　配当金の支払額 △ 5,176 △ 3,454

　その他 △ 1,095 △ 1,170

　財務活動によるキャッシュ・フロー 9,823 △ 24,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 14,235 26,277

現金及び現金同等物の期首残高 71,725 57,490

現金及び現金同等物の期末残高 57,490 83,767

連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
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報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

当連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

報告セグメント
その他 調整額（注1） 連結財務諸表

 計上額（注2）電気事業

売上高

　外部顧客への売上高 712,670 35,798 － 748,468

　セグメント間の内部売上高又は振替高 1,108 97,597 △ 98,705 －

　計 713,778 133,395 △ 98,705 748,468

セグメント利益 36,609 6,210 △ 404 42,415

セグメント資産 1,898,186 119,207 △ 58,333 1,959,060

その他の項目

　減価償却費 69,267 6,689 △ 493 75,463

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 86,617 6,941 △ 613 92,945

報告セグメント
その他（注1） 調整額（注2） 連結財務諸表

計上額（注3）北海道電力 北海道電力
ネットワーク

 売上高

　外部顧客への売上高 601,307 101,563 37,919 － 740,790

　セグメント間の内部売上高又は振替高 68,207 166,920 101,735 △ 336,862 －

　計 669,515 268,484 139,654 △ 336,862 740,790

セグメント利益 36,226 1,197 4,745 △ 1,019 41,150

セグメント資産 1,861,206 713,388 130,524 △ 703,468 2,001,650

その他の項目

　減価償却費 43,968 28,222 7,591 △ 516 79,267

　支払利息 10,370 3,996 96 △ 4,061 10,400

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 22,298 31,799 7,840 △ 949 60,988

（注）１ セグメント利益の調整額△404百万円、セグメント資産の調整額△58,333百万円、減価償却費の調整額△493百万円、有形固定資産及び無形固定資
産の増加額の調整額△613百万円は､セグメント間取引消去によるものです。

２ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。

（注）１「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他の連結子会社等を含んでいます。
２ セグメント利益の調整額△1,019百万円、セグメント資産の調整額△703,468百万円、減価償却費の調整額△516百万円、支払利息の調整額△4,061

百万円、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△949百万円は､セグメント間取引消去によるものです。
３ セグメント利益は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っています。

　当社は、2015 年６月に改正された電気事業法（2020 年４月1日施行）に基づき、2020 年４月１日付で送配電事業部門を別会社化（以下、「法的分離」という）
しました。
　法的分離の実施に伴い、当連結会計年度より、報告セグメントを、従来、当社が主たる事業として展開していた「電気事業」からコーポレート機能（グループ
における本社機能）及び発電・小売電気事業を担う「北海道電力」と送配電事業を担う「北海道電力ネットワーク」に変更しています。
　なお、「その他」の区分には、電気・電気通信工事、建物の総合管理、土木・建築工事、発電所の定期点検・保守・補修工事、通信回線専用線サービスなど
が含まれています。

（百万円）

（百万円）
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概要（2021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 1,854,859百万円

●小売販売電力量
　（2020年度）

低圧 10,815百万kWh

高圧/特別高圧 11,791百万kWh

合計 22,606百万kWh

●ホームページアドレス https://www.hepco.co.jp/

株式情報（2021年3月31日現在）

●株主数 普通株式 70,618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

プロフィール（単独）

大株主一覧（2021年3月31日現在）

（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） 18,060 8.80％

株式会社北洋銀行 10,215 4.98％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 8,202 3.99％

日本生命保険相互会社 7,231 3.52％

北海道電力従業員持株会 4,997 2.43％

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％

株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 3,206 1.56％

株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 2,867 1.40％

（注）持株比率は、発行済株式総数から自己株式9,971,642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）

100

80

60

40

20

0

（％）

地方公共団体等 金融機関 その他の法人

外国法人等 個人・その他

41.2 

14.9 
6.7

37.1 

2020/32019/32018/32017/3

0.1 0.1 0.1 0.1

34.5

7.0

23.0

35.4

36.3

10.0

16.5

37.1

36.0

6.6

21.1

36.2 42.0 

12.1 
7.2

38.6 

2021/3

0.1

企業情報
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北海道電力ネットワーク(株)
一般送配電事業
主な事業所

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

北海道電力(株)
電気事業
主な事業所

本 店 札幌市中央区大通東1丁目2番地

道 北 支 社 旭川市4条通12丁目1444番地の1

道 央 支 社 札幌市中央区大通東1丁目2番地

道 東 支 社 帯広市西5条南7丁目2番地1

道 南 支 社 室蘭市寿町1丁目6番25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、 
省エネの提案

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

北海道電力コクリエーション（株）
小売電気事業

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

ほくでんグループ一覧 （2021年3月31日現在）
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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）

森バイナリー発電所（地熱）
2千ｋW
2023年11月運転開始予定

新得発電所（水力）
23.1千ｋW
2022年6月運転開始予定

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

発電設備
北海道電力
水力
火力
原子力
地熱
太陽光

北海道電力ネットワーク
水力
火力

その他ほくでんグループ
水力
火力
太陽光

流通設備
北海道電力ネットワーク
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
他社変換所

主な供給設備 （2021年3月31日現在）

ほくでんグループの主な供給設備
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「Ｓ＋３Ｅ」の観点からバランスのとれた競争力のある電源構成を目指し、新規電源の建設や経年化電源の休廃止を進め
るとともに、発電所の安定稼働により、責任あるエネルギー供給の担い手としての役割を果たします。

▍2021年度電源開発計画（北海道電力）

▍2021年度電源開発計画（ほくでんエコエナジー）

発電所 出力（万kW） 着工年月※ 運転開始／休廃止

工事中
京極3号機（純揚水式水力） 20 2001	年	9	月 2031年度以降

新得（水力） 2.31 2019	年	4	月 2022	年	 6	月

着工準備中
石狩湾新港2号機（LNG火力） 56.94 2023	年	3	月 2030	年	12	月

石狩湾新港3号機（LNG火力） 56.94 2027	年	3	月 2035	年	12	月

休止
廃止

音別1、2号機（石油火力） △14.8（△7.4×2台） - 未定（廃止）

上岩松1号機（水力） △2.0 - 2021年7月（廃止）

発電所 出力（万kW） 着工年月※ 運転開始／休廃止

工事中
（出力増）

上飽別（水力） 0.465（+0.05） 2018	年	7	月 2021	年	12	月

虻田（水力） 2.079（+0.129） 2018	年	9	月 2022	年	12	月

※	北海道電力は電気事業法第48条に基づく届出年月。ほくでんエコエナジーは現場工事着手年月。

北海道電力発電設備
水 力 発 電 設 所： 53ヵ所 1,651MW 原 子 力 発 電 所： 1ヵ所 2,070MW

火 力 発 電 所： 8ヵ所 4,617MW 地 熱 発 電 所： 1ヵ所 25MW

内　　訳 太 陽 光 発 電 所： 1ヵ所 1MW

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 合 計： 64ヵ所 8,365MW

北海道電力ネットワーク流通設備
・送 電 線 亘 長： 8,462km

支 持 物 数： 45,558基

・変 電 所： 401ヵ所 24,283MVA

・配 電 線 亘 長： 68,350km

支 持 物 数： 1,485,213基

北海道電力ネットワーク発電設備
水 力 発 電 所： 3ヵ所 0.4MW

火 力 発 電 所： 4ヵ所 17MW

内　　訳

内 燃 力 ： 4ヵ所 17MW

合 計 ： 7ヵ所 18MW



https://www.hepco.co.jp/

斜里町「天に続く道」
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