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　ほくでんグループレポート2020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。
　当グループは2020年4月に「ほくでんグループ経営 
ビジョン2030」（ビジョン）を公表しました。このビジョンで示し
ている、ほくでんグループが目指す企業像、北海道とともに 
歩む総合エネルギー企業の考え方をご紹介しています。 
また、当グループの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紹介しています。
　今後ともステークホルダーの皆さまのニーズにお応えす
るとともに、わかりやすく・読みやすいレポートとなることを
目指してまいります。
　皆さまからの忌憚のないご意見･ご感想を当社までお寄
せいただければ幸いです。

【発 行 時 期】2020年9月
【対 象 期 間】2019年4月1日～2020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。

編集方針

当社では、次のイニシアティブなどに参加しています。
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目次・編集方針

表紙：利尻岳（利尻富士）

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〜P44に掲載しています。

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、P79〜P81
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。
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人間尊重 地域への寄与 効率的経営

ほくでんグループの経営理念

目指す企業像

「ともに輝く明日のために。Light up your future.」をコーポレート・スローガンに掲げ、
責任あるエネルギー供給の担い手としての役割を全うすることで、

地域の持続的な発展を支えていきます。

◦

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

◦

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

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

【 ほくでんグループの経営理念と目指す企業像 】
　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。
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自然

産
業

景 観 に富 ん だ 自 然と四 季 、豊 か な 生 態 系 が     　 息 づく大 地

豊 富 な 農 林 水 産 資 源 を 基 盤 に
日 本 の「 食 」を 支 える

ほくでんグループの
事業基盤

北海道

ほくでんグループは雄大な北海道を事業基盤として、
地域に根ざし、事業を展開してまいりました。
大いなる恵みと、時には試練をもたらす、北の大地の発展とともに、
ほくでんグループはこれからも成長してまいります。
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景 観 に富 ん だ 自 然と四 季 、豊 か な 生 態 系 が     　 息 づく大 地

北海道からの食品輸出額
出典：北海道の農畜産物の輸出に関する現状と課題
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出典：北海道観光入込客数調査報告書
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観
光

北海道新幹線

世界に通じる魅力的な観光地「ＨＯＫＫＡＩＤＯ」

北海道新幹線
2030年札幌延伸に向けて

新たな未来、さらなる発展
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スポーツ

空
港
民
営
化

四季折々のスポーツが
楽しめる地域特性

７空港一体運営による交通網拡充と観光・経済の振興

北海道のポテンシャル
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財務・非財務ハイライト

▍小売販売電力量の推移

▍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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▍発受電電力量の推移

▍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
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事 業 の 持 続 的 な 成 長と
持 続 可 能 な 社 会 の 実 現 を目 指します

“ESGの重視、
    新たな価値の共創”

取締役社長　

社長メッセージ
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　皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼を申しあげます。
　ほくでんグループは、泊発電所の長期停止や電力自由化の進展に伴う厳しい経営環境が続くなか、販売
活動の強化など収益の拡大に向けた様々な施策を実施するとともに、費用の削減にも取り組むことで黒字
を継続し、この先も安定的に利益を生み出す経営基盤の構築に取り組んでおります。
　本年4月には、送配電部門が北海道電力ネットワーク株式会社として分社化し、ほくでんグループとして
新たな転換点を迎えたことに加え、競争の激化、低炭素化や技術の進展などの経営環境の変化に着実に
対応していくため、10年後の2030年における目指す姿として、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を
取りまとめました。
　ほくでんグループは、経営環境の変化をグループが進化するための好機と捉え、総合エネルギー企業と
して持てる力を発揮し、持続的な成長を実現していきます。価格競争力を向上させ、お客さまに低廉な電気
とご期待の一歩先を行くサービスを提供していくとともに、新たな技術の活用や事業領域の拡大に取り組
んでいきます。
　さらに、これまで以上に「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）」を重視するとともに、北海道に根ざす企業として、
地域の皆さまと共に新たな価値を創り上げる「共創」の考え方に基づき、低炭素化や地域経済の発展への
貢献など、社会的な課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指していきます。
　また、レジリエンス（災害等に対する回復力・復元力）を強化し、責任あるエネルギー供給の担い手として
の役割を引き続き果たします。新型コロナウイルス感染症については、感染防止に努め、グループ一丸と
なって事業継続に万全を期していきます。
  地域の皆さまから選ばれ愛されるほくでんグループを目指し、これらにゼンリョクで取り組むことで、
明るい未来を創造していきます。
  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あげます。

2020年9月
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●人間尊重 ●地域への寄与 ●効率的経営

ほくでんグループの経営理念

特集 経営ビジョン

ほくでんグループ経営ビジョン2030

「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

ほくでんグループの経営理念と経営ビジョン

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

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
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Environment
地球や地域の環境に関わる
課題への対応

・CO2の排出削減
・再生可能エネルギー導入拡大
・地域環境の保全

TCFD提言に基づく戦略立案・情報開示

Social

電気を中核とする
商品・サービスの提供

・電力の安全・安定供給
・大規模災害への備え

社会貢献活動の推進 ・地域経済発展への協力
・「おもしろ実験室」等の教育活動

従業員のために安全で
働きがいのある職場をつくる

・働き方改革の推進
・人権の尊重・ダイバーシティ推進
・人材育成の取り組み
・健康経営・安全衛生

Governance

コーポレートガバナンスの充実

コンプライアンスの徹底、情報セキュリティの確保

地域の皆さまや株主・投資家の
皆さまの期待に誠実にお応え

・コミュニケーションの充実
・エネルギーに関する理解活動

取引先との透明かつ公正な取引
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　2020年4月に送配電部門の分社化が実施され、大きな転換点を迎えました。
　ほくでんグループを取り巻く経営環境は、競争の激化とともに、低炭素化や技術の進展、高齢化・
人口減、お客さまの価値観の変化など社会構造の変容が進んでおり、2020年代にはさらなる加速が
予想されます。このような変化に着実に対応していくため、2030年におけるほくでんグループの目指す
姿として、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を取りまとめました。

　経営環境の変化をグループが進化するための好機と捉え、ほくでんグループの持てる力を発揮し、
持続的な成長を実現していきます。
　価格競争力を向上させ、お客さまに低廉な電気とご期待の一歩先を行くサービスを提供していくと
ともに、新たな技術の活用や事業領域の拡大に取り組んでいきます。また、レジリエンス(災害等に対す
る回復力・復元力)を強化し、責任あるエネルギー供給の担い手としての役割を引き続き果たします。
　さらには、北海道の皆さまと共に新たな価値を創り上げる「共創」の考え方に基づき、低炭素化や
地域経済の発展への貢献など、社会的な課題を解決していきます。
　地域の皆さまから選ばれ愛されるほくでんグループを目指し、これらにゼンリョクで取り組むことで、
明るい未来を創造していきます。

ほくでんグループは、社会的な課題に向き合い、具体的な取り組みを進めます。

ESGをこれまで以上に重視



　送配電部門の分社化後も、小売・発電部門、送配電部門そ
れぞれが、責任あるエネルギー供給事業者としての役割を
担っていくことに変わりはありません。
　さらに、原子力や再生可能エネルギー発電の拡大による
電源の低炭素化や、新技術を活用した運用・保守の高度化な
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電力・ガス供給などの
エネルギーサービス
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経営ビジョン

事業の持続的な成長に向けて

ほくでんグループの事業を通じた持続可能な社会の実現に向けて
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中長期的なフェーズと事業展開

経営ビジョン

　今後、主力電源である泊発電所の再稼働により、電源の競争力向上や大幅な低炭素化などが進むことで、グループの事業環境は 
大きく変化します。このため、事業展開は、再稼働前を第Ⅰフェーズ、再稼働後を第Ⅱフェーズとしています。
○電源構成に関しては、泊発電所の再稼働前は火力を電力供給の主力としながら、一日も早い再稼働に向けた安全対策工事を着実

に推進します。再稼働実現後は、需給関係費の低減を実現することができます。また、道外への供給拡大を目指します。再生可能
エネルギーは次世代の主力電源として拡大に取り組みます。

○販売電力量の拡大については、当社の強みを活かした契約獲得活動やソリューション提案などの営業活動を強力に展開するとと
もに、北海道における電化の拡大を図ることで需要の増加につなげます。

○グループ事業全体としては、北海道外への展開や都市ガス事業へ参画するなど、事業領域を拡大していきます。
○また、安定供給を確保し、レジリエンスを向上させながら、さらなる利益を創出するための効率化と費用低減に取り組みます。
○これらの事業展開により、利益目標として、第Ⅰフェーズでは連結経常利益「230億円以上」、第Ⅱフェーズでは第Ⅰフェーズのおよそ

2倍となる「450億円以上」を目指してまいります。

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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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

環境目標

● 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

 半減以上（△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）

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

350億円程度200億円程度

グループ
各社事業

電気事業

既存電気事業

約2倍連結経常利益

100億円
程度

30億円
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）

さ
ら
な
る

成
長
へ
展
開



「Ｓ＋３Ｅ」のバランスの取れた電源構成の構築

Safety
（安全）

Energy Security
（安定供給）

Economic Efficiency
（経済性）

Environment
（環境）

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
半減以上（△1,000万t以上/年）

環境目標

水力 火力（石油・石炭）

火力（LNG・石炭）水力

再エネ

原子力

非化石電源：10%台

非化石電源：60%以上

2013
年度

原子力発電 再生可能エネルギー 火力発電

再稼働の大前提として
高い安全性を確保

非化石電源比率向上と
CO2排出量低減が実現

再稼働後は電気料金を値下げ

次世代の主力電源として、
道外を含め30万kW以上増

北海道の特性を活かした洋上
風力・バイオマス発電等の推進

風力・太陽光の発電量予測
精度向上や蓄電技術活用

道内における電力需給の
バランスを保つ役割

石狩湾新港発電所
2号機以降の建設や、
経年化した石油・石炭
火力発電所の廃止を
進め、発電コストや
CO2排出量を低減

発電過程でCO2を排出しない非化石電源

2030
年度
泊発電所
再稼働後
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経営ビジョン

　泊発電所の全基再稼働後は、グループの発電電力量に占める非化石電源の比率が、2013年度の10％台から60％以上に上昇す
る見込みです。
　泊発電所の再稼働後は、再エネ発電事業の推進やLNG火力の活用などによる効果とあわせ、発電電力量が増加する一方、CO2 

排出量を「2013年度に比べ半減」(1,000万t以上/年低減)できる見込みです。これは、国の2030年度の温室効果ガス排出削減目標
(2013年比△26％)を大きく上回る削減幅になります。

再生可能エネルギー推進、ＣＯ２削減への取り組み

泊発電所
安全確保を大前提として、原子力発電は、「低炭素社会の実現」と「低廉な電気の安定的な供
給」を両立するために必要不可欠な電源と考えています。

石狩湾新港発電所
2019年2月に、最新鋭の高効率LNG火力である石狩湾新港発電所1号機が運転を開始いたし
ました。
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ほくでんグループの発電部門における電源構成のイメージ

再生可能エネルギーは北海道の将来の主力電源と位置付けており、当社としても、道内外で再生可能エネルギー発電事業を展開していきたいと考えています。

石狩湾洋上風力（イメージ） 水力発電
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さらなる成長に向けた取り組み ー 事業領域の拡大

経営ビジョン

　事業領域の拡大にあたっては、既存事業との相乗効果や、これまでの技術・知見等のリソースの活用、
地域との「共創」による事業基盤の強化などを見据えて進めていきます。

4

3

エスコン フィールド HOKKAIDO

国 内 再 エ ネ 発 電 事 業

プロ野球 北海道日本ハムファイターズが、北海道ならではの大自然が満喫できる
北広島市内のエリアに、北海道のシンボルとなる空間を創造することを目的に、「北海
道ボールパークＦビレッジ」を開業します。ビレッジ内に建設される、国内初の開閉式
ドームと天然芝を両立する北海道日本ハムファイターズの新球場「エスコン フィール
ド HOKKAIDO」（2023年1月事業開始予定）をほくでんグループ全体でサポートす
ることとなりました。

「初期投資を掛けずに省エネ・高効率機器の導入」「エネルギー関連設備の効率的な運
用・最適な保守管理」などを提供するESP事業を推進していきます。

地域の林産資源を活用したバイオマス発電事業にも
参画しており、当別町においては当社が出資している
北海道バイオマス株式会社が、新たな発電設備の建
設を開始しました。また、「エネルギーおよびファイナ
ンスの地産地消」をコンセプトにしたファンド(対象資
産は岩見沢市と釧路市の太陽光発電設備)に出資参画
しました。

2

1

福 島 天 然 ガ ス 発 電 所

海 外 で の 電 気 事 業

当社が9％を出資する福島天然ガス発電所の1号機が
2020年4月に、2号機が同年8月にそれぞれ営業運転
を開始しました。ここで発電した電力を首都圏の電力
販売に活用していきます。

2020年3月、メキシコ最大級の太陽光発電プロジェク
ト会社の一部持分を取得し、当社初となる海外発電事
業に出資参画しました。出力29万kWのソレム太陽光
発電所で発電した電力は、主に、長期売電契約を締結
しているメキシコ合衆国国営電力会社子会社に販売
されます。
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拡
大

新たなノウハウ・知見の　　　　蓄積と活用
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5 ガスの供給事業

石狩湾新港発電所向けに調達したＬＮＧ（液化天然ガ
ス）の、タンクローリーによる販売を進めるとともに、
2020年10月からは「ほくでんガス」として都市ガス販
売も開始し、2030年度までにガス供給事業全体で、販
売量年間10万t以上/年を目指していきます。

6

7

既 存 技 術 活 用 事 業

地 域 創 生 につ な が る 事 業

ほくでん情報テクノロジー株式会社では、北海道のＩＴ
拠点としてH-IXデータセンターを運営しています。異
なる変電所からの高圧2系統受電、多重化された無停
電電源装置など安定した電源を提供し、ＤＸ（デジタル
トランスフォーメーション）の進展を支えていきます。

「北海道内7空港特定運営事業等」に係る実施契約を
締結しました。この事業は、道内7空港に国際ゲート
ウェイ機能を分散・拡大し、地域との連携を通じて北海
道全域での周遊を促進することにより、広域観光の振
興を実現し、地域経済の活性化に貢献します。



お客さまの電気の使い方に応じた
多様な料金メニューのご提案

省エネやお客さまの快適な暮らしに
つながる電化の推進

電気に加え、都市ガス・灯油・LPガスとの
セット販売やESP事業を実施

道外での家庭用を含めた
小売・卸売による販売拡大

泊発電所の再稼働後
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さらなる成長に向けた取り組み ー 電力販売の拡大

経営ビジョン

【第Ⅰフェーズ・第Ⅱフェーズ共通】

泊発電所の再稼働後には、
速やかに電気料金を値下げします

低炭素の電気を道内外に
供給していきます

【第Ⅱフェーズの取り組み】

高圧・特別高圧法人分野 低圧家庭用分野

お客さまへの訪問対応などから、
お客さまの電気の使用実態を把
握し、最適な料金メニューを提案
することでシェアを回復させてい
ます。
また、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、省エネルギー診断や各種調
査・検討のうえ、効率的なエネル
ギーを助言することで、お客さま
ニーズにお応えします。

「エネとくポイントプラン」や「エネとくスマートプラン」などお客さ
まのニーズに応じた新しい料金プランを設定するとともに、当社
独自のポータルサイト「ほくでんエネモール」にてポイント付与や
役立つ情報などの発信により、定着を図っています。

お客さまの電気の使い方に応じた多様な料金メニューのご提案

［省エネルギー診断 例］
サーモグラフィーによる熱漏れ診断

販売戦略の展開



【北海道の最終エネルギー消費】 （2017年度暫定実績、熱量ベース）

出典：都道府県別エネルギー消費統計

電化の推進

ガス事業の
展開

石炭
16.7％

再エネ
5.6％

電力
18.0％

熱0.6％

ガス
7.6％

石油等
51.4％
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低炭素化が進展するなかで、暖房需要として多く使用されてい
る道内の石油・ガス需要を電気に転換するポテンシャルは非常
に大きいものと考えています。
お客さまの快適な暮らしにつながる最先端の電化機器のご提案
（スマート電化）や、産業・運輸における電化を推進し、販売電力
量の拡大のみならず、お客さま、ひいては北海道の省エネ・低炭
素化に貢献していきます。

省エネやお客さまの快適な暮らしにつながる電化の推進

都市ガス販売事業

首都圏での電力販売

2016年より、首都
圏エリアの高圧・特
別高圧法人を対象
に電力販売を開始
し、現在4万kWを
超える契約をいた
だいています。
さらに、2020年3月
より低圧の料金プ
ランをご用意し、首
都圏エリアの個人
のお客さまを主な
ターゲットとして販
売活動を展開してい
ます。

2020年10月から「ほくでんガス」として、都市ガス販売をスター
トします。札幌市を含む道央エリアのお客さまを対象に当社の
都市ガスをお届けします。さらに、電気とガスのセット販売により
電力販売も拡大するとともに、低炭素化や地域経済の発展にも
貢献していきます。



　「地域マイクログリッド」とは、地域の再生可
能エネルギーや工場、ご家庭が保有する蓄電
池など分散型エネルギーリソースを高度なエ
ネルギーマネジメント技術を用いて統合・制
御することで、地域のエネルギーを平常時、
災害時ともに有効に利用できる新たなエネ
ルギーシステムです。自治体や地域の事業者
の皆さまとともに、実現に向けて取り組んで
います。

　デジタル化など技術革新のスピードが目
覚ましい近年において、一つの企業が自前の
技術力で実現できることには限界が来ていま
す。また、地域の活性化なくして自社の発展
は成し得ません。
　社外の新しい技術やアイデアを積極的に
取り入れて共同研究などを加速するため、総
合研究所内に「共創」の場であるオープンラボ

（名称：Co×Labo コ・ラボ）を開設し、地域や
異業種との連携を強化しています。

　住宅・業務用建物の太陽光発電、EVなどのエネ
ルギーリソースをIoT技術でまとめ、気象などの各
種データやAI予測などを活用しながら最適に遠隔
管理・制御するエネルギーマネジメントシステムの
構築を検討しています。
　ZEHやZEBなどの省エネ・低コストの実現は勿論
のこと、エネルギーリソースを活用した新たなビジ
ネス検討、家電の遠隔制御や家族の見守りなどと
組み合わせた高付加価値サービスの提供などに活
用できるよう取り組んでいます。

1　自治体等の地域マイクログリッド構築支援

3　オープンラボを通じた地域との連携

2　省エネ・安心・快適を実現する付加価値の高いエネルギーサービス

対象規模に応じた
サービス展開

小売、店舗

ビル

工場

太陽光発電

電気自動車
（EV）

使用量予測・推定

気象データ

エネルギー価格

EMS

ヒート
ポンプ
給湯器 蓄電池見守り

ロードヒーティング

予測・分析・制御

遠隔制御

EMS用
プラットフォーム

ZEH・ZEB

充放電制御

電力メーター

ガスメーター

各種センサー

灯油メーター

エアコン・照明

共同研究化・実証事業化・価値検証

持続可能な社会システム、新たな価値創造・地域創生

「共創」の場

ありたい姿や新たな事業アイデア（北海道内） 解決手段や新技術（北海道内外）

自治体 メーカー スタートアップ

公設研究機関

企業 大学

商社 大学

需要家
機器

太陽光
発電 EV 蓄電池

分散型リソース

太陽光 風力 バイオマス
水素

エネルギー

EMS
監視、運転・充放電制御

分散型リソース
を活用した
調整力の提供

再生可能エネルギー

需要家

エネルギーの
地産地消

災害時に自立して地域の
防災拠点等に電力を供給

送配電網

H2

研究領域：EMS用プラットフォーム、家電の遠隔制御、需要の予測・測定、気象データの活用、スマート
メーターデータの活用 など
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さらなる成長に向けた取り組み－新たな技術・知見の獲得

経営ビジョン

　自治体、他企業、大学など様々な外部機関との連携によるオープンイノベーションの推進により、ほくでん 
グループの課題を解決していくとともに、共創により地域が抱える課題を解決するなど、持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを進めます。
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現在は馬鈴薯以外にもホワイトアスパラやかぼちゃ、トマトなど、
より多くの野菜の品質保持に向けた検討を進めています。

　北海道の新たな農業生産の事業モデル確立
を目指し、寒冷地でも通年栽培が可能な植物
工場システムの実証試験を計画しています。小
規模でも採算性の高い栽培システムに当社の
温熱環境制御技術などを組み合わせ、北海道
における新たなインドア型農業の有効性や事
業性の検証、課題の抽出を行う予定です。

　当社が保有する光利用に関する知見と他
企業のLED製造技術を基に馬鈴薯貯蔵庫等
に利用する新たな照明装置を開発・販売して
います。本装置は貯蔵庫内の明るさを確保す
るための白色光と、白色光による緑化（品質
悪化により廃棄）を防ぐための光から構成さ
れており、利用者からも緑化個体が殆どなく
なり、貯蔵庫内の安全性や作業効率も向上し
たと好評です。

　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当社独
自の乾式脱硫技術を開発し苫東厚真発電所
１号機に導入しています。本技術は世界的に
環境規制が強化されるなか、海外でも採用さ
れており、特に水資源に乏しい地域のニーズ
が高まっています。現在は競争力を強化する
ため、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。

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

4　寒冷地に適した新たな植物工場システムの実証

5　LEDによる農産物の品質保持技術の開発と普及拡大

7　乾式脱硫技術を活用した事業拡大に向けた研究開発

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

＋

オーナー
（企業・自治体・個人） ユーザー

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

など

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

など

EVスタンド向けIoT
プラットフォーム

×EVスタンド
（ IoT ）

ブロック
チェーン

EVスタンドを、
アダプタによりIoT機器化

EVスタンド

EVスタンド アダプタ

充電サービスの
提供

EVへの
充電

入金 充電
利用料の
支払い

白色蛍光灯を使用

→緑化が進行

緑化防止用
照明装置を使用

→品質を維持

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

空調システム

空調エネルギーの
省エネ

栽培環境の
最適化

LED

野菜

北海道でも通年栽培可能な温熱環境制御技術と事業モデルを検証

ヒート
ポンプ
など

夏 冬

栽培技術・品目の検討
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不断の効率化・費用低減に向けて

経営ビジョン

　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を通じた抜本的な収支改善

　「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。

課題対応の方向性を決定 各部門の成果を集約

対象
領域

効率化･費用低減
業務や仕様の見直し 資機材調達 小売事業・

小売事業以外

収入拡大

主な
施策

北電グループ経営基盤強化推進委員会
（委員長：本社社長）

・IoTなど新技術を活用した点検
周期見直しなど「量の低減」 ・全社資材調達

方針の検討

・大型案件に関する
調達方法検討

・販売戦略の立案、
具体方策の展開

・新規事業等の検討

・利益拡大分野への
人材増配置

・委託仕様・調達品のスペックの
見直しなど「単価低減」

・2025年度までに業務効率化による
既存事業に係る要員5,000人体制の構築

抜本的な
費用低減

業務単位・作業単位での生産性向上に向けた
カイゼン活動を社内外へ広く展開

全社横断的な検討が必要な課題への対応

抜本的な効率化・費用低減、収入拡大策の検討・実施

効率化・コスト低減に向けた具体方策例

■火力発電所ボイラー保守技術高度化システムの導入
　ICTを駆使して、ボイラー内の温度分布の3Dグラフ化と、
各種運転データの解析により運転監視・寿命評価の精度向
上を図り、突発的なボイラー損傷の回避につなげます。
　保守履歴等をデータベース化し、保守計画業務の省力化
を図りました。

■発電所定期検査等の短縮
　苫東厚真4号機において、運転中から準備を行う「外段取
り化」、工事や試運転における「作業の同時並行化」、工事･試
運転工程の「磨き込み」など、カイゼンの手法も活用し、42日
(27％)の工期短縮を実現しました。

ボイラー配管別の累積寿命
消費率3Dグラフ
（赤線が高いほど寿命が短い）

発電停止後直ちに点検を行うための「外段取り化」の例

機械搬入用
の開口部を
設置

モノレール
を設置
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カイゼンプロジェクトを展開

カイゼン目標 生産性4倍増

グループ会社
カイゼン
推進チーム

現業機関
カイゼン
推進責任者

本店部
カイゼン
担当部長

カイゼン推進室

カイゼン担当役員

社 長

【カイゼンの取り組み体制図】
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カイゼン活動のさらなる展開

カイゼンプロジェクトの例

■水力発電所の水車発電機 
　分解点検のカイゼン
　点検のために分解した発動機を、センサー技術
等を活用して、従来よりも短期間かつ少人数で正
確に組立工事を行えるようになりました。

■送電がいし取替作業のカイゼン
　これまで複数人で行っていたがいしの取替作業のプロセスの一つひ
とつに着目。工具の開発や作業工程の工夫を行った結果、一人作業の
実現と大幅な時間短縮により、速やかな取替復旧が可能となりました。

　カイゼンの取り組みが着実に浸透するよう、各部門にカイゼンを進める責任者を配置するなど積極的にカイゼンプロジェクトを推進し、
従業員の意識改革と一層の生産性向上を目指します。
　2020年7月時点で、グループ全体で600を超えるカイゼンプロジェクトを展開しています。全てのプロジェクトで「生産性一律4倍増」と
いう高い目標を掲げて取り組んでおり、今後の経営基盤強化へつなげていきます。



　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

敷地敷地
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　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。

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

　後志管内20市町村において「ほくでんエネルギーキャラバン」を開催し、泊発電所の安全対策等のほか、
エネルギーミックスの必要性や再生可能エネルギーの導入状況など、エネルギーに関する様々な情報を
お知らせしており、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。

泊発電所での社長訓示・意見交換

原子力防災訓練の継続的な実施 火力発電所での研修

コミュニケーション活動

安全最優先の価値観の共有

泊発電所員の力量向上・技術力維持

コミュニケーション活動強化

防潮堤については液状化対策を検討しています。

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

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

（可搬）」あわせて14台を配備。

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

防潮堤高さ 海抜１６.5ｍ
泊発電所の敷地が浸水しないよう、全長約1,250ｍの

「防潮堤」を設置しています。

外部電源の受電
ルートの多重化

2号機

1号機

集水桝

シルトフェンスイメージ図

緊急時対策所

可搬型
代替電源車

代替非常用
発電機

送水ポンプ車

放水砲

後備変圧器の
設置

緊急時対応センター
の設置

3号機

泊発電所の早期再稼働と安全性向上に向けた取り組み

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

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

新規制基準適合性審査への対応状況について

　※日本海東縁部に想定される地震による津波の再評価についても、追加解析などにより対応中です。

※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～

〈審査会合〉
（2020年
7月1日現在）

現 在

3号機
合計99回
1、2号機
合計57回

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

仮定した活断層の地震動評価を
進めています

防潮堤について、岩着支持構造に設計変更
し検討を進めています

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

基準地震動・
基準津波の
確定

原
子
炉
設
置
変
更
許
可

課　題 対応状況

至近の審査会合のテーマ

発電所敷地内断層の活動性評価1

積丹半島北西沖に仮定した
活断層による地震動評価

2

地震による防潮堤地盤の
液状化の影響評価

3

津波により防波堤が損傷した場合
の発電所設備への影響評価

4

地震･津波※

の審査
1 2

プラント施設の審査
3 4
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【新規制基準適合審査の流れ】

【主な課題への対応状況】
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・安定供給を維持し地域の発展に貢献します
・新しい価値を創造し、ほくでんグループの
成長を目指していきます

北海道電力ネットワーク株式会社

　当社は2020年4月1日、「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ました。

　送配電事業を取り巻く状況は、道内の人口減少等の需要減少

要因が見込まれる一方、ＥＶやデジタル化技術の普及による電気

の新たな活用の可能性が広がるなど、今後も変化が続いていき

ます。

　こうした経営環境が変化するなかにおいても、将来にわたり低廉

で安定した電気をお届けするとともに、安定した利益を確保し�

続けるための取り組みを推進します。

　分社化後の新たな経営管理サイクルを展開し、効率的かつ�

自律的な経営を行い、経営資源を戦略的に配分するとともに、エ

リア需要の拡大と多様な収入源の確保、効率化とコスト削減に

取り組むことで、強固な経営基盤を確立します。

　2018年の北海道胆振東部地震に伴う大規模停電を踏まえ�

策定した「アクションプラン」の確実な実践などで自然災害に強い�

電力供給体制を構築し、地域の安全･安心につながる施策を�

推進します。また、老朽化設備については経年化対策を着実に実施�

するとともに、事業基盤整備に向けた設備投資を着実に推進�

することで、電力の安定供給を確保します。

　さらに、再生可能エネルギーの導入拡大について、国のエネ

ルギーミックスにおける位置付けや環境意識の高まりなどを�

踏まえ、電力品質の維持と再生可能エネルギー接続量の最大化

の両立に向けた取り組みを進めます。

　当社は中立性・公平性の確保を大前提に、グループ最適の視

点を持って効率的な経営を進め、ほくでんグループ本社と一体

となって成長を目指すとともに、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を

これまで以上に重視し、当社事業の持続的な成長と持続可能な

社会の実現の両立を図ることで、北海道の発展に貢献していき

ます。
取締役社長
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北海道電力ネットワーク株式会社

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

 企業像について
　エネルギー供給を担うほくでんグループの一員として、送配電ネットワークに関わる全てのお客さまへ電気を安定して
お届けすることで北海道の発展に貢献します。

安定供給の維持
ライフラインを支えている使命感を持ち、これまで培ってきた技術力をさらに高め、北海道のすみずみ�
まで低コストで良質な電気を確実にお届けします。

地域からの信頼
事業運営の中立性・公平性を確保し、地域の皆さまに親しまれ、信頼されるよう、ともに歩んでまいります。

価値創造による成長
新しい発想や技術を取り入れ、お客さまのくらしを豊かにする新たな価値を創造しながら、挑戦し続ける�
企業として成長していきます。

北海道電力ネットワークの目指す企業像について

希望を照らせ。
ほくでんネットワーク、
2020年4月1日誕生。



再生可能エネルギーの導入量（2020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434万kW
※純揚水発電所である京極発電所を除く

風力48万kW
太陽光188万kW

水力165万kW
地熱3万kW
バイオマス30万kW

2014201320122011 2015 2016 2017 2018

（万kW）
250

200

150

100

50

0
（年度）

風力発電　　　　太陽光発電

133

29

6

32

61

35
44

（190）

10

35

97
115

29 32 32 39

154

2019

48

188

（233）（  ）内は2020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（Ⅱ期）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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ネットワーク会社の
取り組み

北海道の電力品質を維持しつつ、
再生可能エネルギーの受入拡大に向けた取り組みを進めます
　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。

　2020年3月末の北海道内の再生可能エネルギー連系量は434万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48万kW、太陽光発電が188万kW、バイオマス発電が30万kW、地熱発電が3万kWとなっております。

 再生可能エネルギー発電の予測精度向上
　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。

 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
　風力発電の導入拡大に向けた新たな取り組みとして、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）

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



工事費を共同負担

系統側蓄電池

連系
設備

PCS

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

北海道北部風力送電㈱
・ユーラスエナジー
・コスモエコパワー
・稚内信金　・北洋銀行
・北海道銀行　
・北海道電力ネットワーク

稚内市

豊富町
猿払村

幌延町

天塩町

遠別町

初山別村
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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。

蓄電池建屋外観

建屋内部

電解液タンク

 大型蓄電システム実証事業
　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。

 系統側蓄電池活用による風力発電募集
　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、技術的に確実性が見込める規模として、風力
発電拡大量を60万kWとして優先系統連系希望者を募集した
ところ、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手続き等を進め
るとともに、Ⅱ期募集に向けてⅠ期導入後1年程度の実績を踏
まえた評価・検証を進めていきます。

 風力発電のための送電網整備実証事業
　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、送電線ルート選定などの開発可能性調査から開
始、事業性評価を踏まえ、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開に向けて建設工事などが
進められています。

 「日本版コネクト＆マネージ」に関する 
　NEDO実証事業への参画
　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、東京電力パワーグリッド（株）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、北海道エリアでも再エネの
導入を将来にわたって可能とするため「ノンファーム型接続」が適
用された場合に、早期に実現できるよう知見を深めてまいります。

◯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 伊能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
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ネットワーク会社の
取り組み

地域の皆さまとの信頼関係を構築し、便利で快適な電化の暮らしを提案
ほくでんネットワークの技術や設備を活かしたサービスを提供していきます
　分社化後も地域の皆さまとの信頼関係を構築して、当社事業に対するご理解をいただくとともに、地域のニーズを汲み取り、 
当社の事業運営に活かしていきます。
　「スマート電化」のご提案などによる電気を活用した暮らしの快適性・利便性のＰＲ、電気自動車の普及促進活動などを通じて、 
北海道エリアの電力需要を拡大していきます。
　保有する技術や設備を活用し、多様な収入源を確保していくため新たな事業にも積極果敢にチャレンジしてまいります。

 スマート電化のご提案と電気自動車の普及促進
　各種イベントなどを通じて、北海道内でも普及が進むエアコンなどの便利家電をはじめ、ＩＨクッキングヒーターやエコキュートなどの高
効率機器を推奨し、電気を使った暮らしの「安心・快適・便利」を提案します。
　また、環境への配慮やＢＣＰ（事業継続計画）の観点から、非常災害時に活用できる電気自動車の普及促進に向けて取り組んでまいり
ます。

北海道エリアの電力需要拡大に向けて

地域の皆さまとの信頼関係を構築

支店社員による、地域での普及促進活動

地域イベントに寒冷地向けエアコンを設置した
「あったかハウス」を出展

地元のお祭りに参加し、小学生等を対象に
高所作業車の乗車体験を実施

職業体験イベントへ参加し、模擬配電盤による
配線接続体験を実施

地元自治体職員を当社施設へお招きし、
供給支障事故発生から復旧までの流れについて説明

電気自動車を電源とした電力供給の実演 家電量販店とタイアップし、エアコン等の便利家電の促進
キャンペーンを実施

 地域・社会とのコミュニケーション活動について
・�北海道電力ネットワークが地域におけるグループの代表として、法令に遵守したうえで、グループ本社・各社と連携し、地域の活性化や課題
解決に貢献するため、地域イベントなどについて、積極的に参加してまいります。
・�当社事業に関する情報発信を積極的に行い、地域の皆さまからの信頼獲得に努めてまいります。
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保有する技術や設備を活かしたサービス

令和2年度  文部科学大臣表彰「創意工夫功労賞」の受賞
～冠雪対策用「丸棒ストラップ」の開発～
北海道の豪雪地域では、配電柱の頂上部などに数百kgにも
なる冠雪が形成され、その重量により、電線圧迫による停電
や設備の損傷のリスクが高まることから、これらの被害を防
止するため、人力で冠雪落としを実施しています。しかし、未
除雪区間も多く、徒歩と昇柱により固く締まった冠雪を落と
すことに大変な労力を要していました。今回、アームと碍子
を結ぶストラップを従来の平型で短いタイプから、丸棒型で
長尺化したタイプに変えて設置することを考案しました。こ
れにより、アームと碍子の間に空間が広がることで冠雪が大
幅に少なくなり、豪雪地帯である、倶知安ネットワークセン

ター管内では、ピーク時に年間約10件あった冠雪事故が、
0～1件まで減少し、冠雪対策費もピーク時より数千万円の
コストダウンとなりました。

 電気安全サポートサービス
　「住宅内の一部の電気が点かない」などのお困りごとに、24時間体制で詳細な調査や改
修工事にお伺いする有償サービスです。家庭や商店など低圧で電気を使用するお客さま
が対象となります。

 配電設備位置情報提供サービス
　全道に設置している約170万本の電柱の位置情報(緯度・経度等)をご提供するサービス
です。防災計画、設備管理へのご利用や位置特定などにご活用いただけます。当社設備を利
用している事業者(通信事業者等)や行政機関(警察・消防・自治体等)が対象となります。

 開閉器取替サービス
　お客さま設備である開閉器の取替を当社設備(変圧変流器)の取替と同時に実施する
サービスです。同調することにより1回の停電で工事が完了します。高圧で電気を使用する
お客さま(主に法人のお客さま)が対象となります。

 光ファイバ心線貸しサービス
　当社が保有する光ファイバケーブルの心線を、電気事業に支障の
ない範囲でお客さまにお貸しするサービスです。電気通信事業者、
ケーブルテレビ事業者、国、地方公共団体などが対象となります。

丸棒ストラップ

〈対策前〉 〈対策後〉



• 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

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を使用している方へのサポート
体制整備の検討  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（全道45事業所にドローンを各1台配備し、社員
66名に操作研修を実施）  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
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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持って、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きます。

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の取り組み

　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。
　本年8月末までに全98対策のうち、97対策が完了し、残り1対策も完了のめどが立っています。
　残るアクションプランを着実に進め、今後とも関係機関と連携しながら、防災、減災に向け、PDCA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）

主な取り組み

▪ 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。

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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　２０１９年９月９日に発生した台風１５号の停電の復旧にあたって
は、2018年の一連の自然災害での教訓を生かして自発的に準
備を進め、工事会社を含む約２８０名、移動発電機車２２台を派遣
し、初動の迅速化を図りました。当社は、台風１５号の対応を振り
返り、「派遣側」と「被災側」の両視点に立った課題対策を整理し、
アクションプランに加えさらなる取り組みを実施しました。

札幌ミケルコンタクトセンター

▪ 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～
【協力体制を構築】
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。

▪ 情報の発信　～様々な媒体を活用した、お客さまへの迅速な情報提供～
【社外への情報発信】
ホームページで公開している「停電情報」に加え、TwitterやFacebookによる情報発信を開始。また、大規模停電時におい
ては、観光等で滞在する外国人の方々に向けて英語等の多言語での情報発信ができるよう定型文書を作成し、運用方法を整
備しました。

▪ 復旧体制の整備　～停電の早期復旧に向けた取り組みを実施～
【衛星画像やヘリコプター、ドローンを活用した被害状況の把握】
大規模災害時には、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）からの衛星画像データやヘリコプター、ドローンを活用して迅速に被害
状況を把握します。ドローンについては、全道の事業所への配備を完了し、操作者を育成のうえ運営体制を整備しました。

 新たな災害対応を踏まえた課題対策のフォローアップを実施

※�1�アイヌ語で「ミケ」は「輝く」、「ル」は「道」　※2�津軽弁で「仲間になる」

TOPICS

札幌と青森でコンタクトセンターの運用を開始〜大規模停電等へのお問い合わせに迅速に対応〜
� �2020年6月1日、ほくでんネットワークは、アクションプランに掲げた課題の一つである「大規模
停電発生時におけるお客さまからの問い合わせ対応の向上」への取り組みとして、送配電専用の
コンタクトセンターの運用を札幌と青森で開始しました。「札幌ミケル※1コンタクトセンター」は、
中部電力パワーグリッド・関西電力送配電と、「青森カダル※2コンタクトセンター」は、中部電力パ
ワーグリッド・関西電力送配電・中国電力ネットワークと共同で運営し、各社が相互に応援すること
で、迅速で臨機応変な対応が可能となり、大規模停電発生時の入電対応の強化に努めます。

×

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
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事業継続に向けた取り組み ～安定供給の確保～

「新しい生活様式」～働き方の新しいスタイルの実践～

■社内体制について
　国や北海道の緊急事態宣言に先立ち、グループ本社社長を本部長とした「新型コロナウイルス対策本部」を速やかに立ち上げ、予め策定
していたＢＣＰ（事業継続計画）について、確認・見直しを行い、安定供給を確保する体制を速やかに整備いたしました。

　2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界の人々の生命、生活、そして社会経済にきわめて深刻な影響を与えています。
　北海道は日本のなかでも早期に感染者が増加し、2020年2月28日には外出自粛を要請する「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が出
されました。
　日頃より、ライフラインである電力を途切れさせてはならないという使命感で業務にあたる私たちですが、この危機下においてその意
をより強くし、社会にとって不可欠な事業を行うものとして、万全の体制で電力供給にあたっています。

■取り組みの具体例
◦発電所や中央給電指令所など電力供給上重要な施設では、
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
制等を構築しました。

◦送配電設備の保守部門では、感染者が発生した場合におけ
る支店・事業所間の応援体制を構築しました。

◦泊発電所では、飛沫感染防止を目的に、執務室内に半透明
の簡易パーテーションを設置するなど各種対策を実施して
います。

◦時差勤務や在宅勤務の拡大、従業員の分散配置などを行
い、感染者が出た場合においても事業を継続できる体制を
整備しました。

　新型コロナウイルスとの戦いが長期化しているなか、国が示した「新しい生活様式」の実践に向け、テレワークや時差勤務、オンライン会
議の活用、従業員の健康管理の徹底などに積極的に取り組み、「働き方の新しいスタイル」を実践することで、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に努めます。

◦無線LANの全事業所展開や小型で軽量なパソコンへの更新に加え、ビジ
ネスチャットやWeb会議などを備えたサービスの活用拡大を進め、テレ
ワーク環境を整備しています。

◦「新しい生活様式」の北海道内での実践に向けて、北海道の呼びかけに基
づき、『「新北海道スタイル」安心宣言』を策定しました。

泊発電所では半透明の簡易パーテーションを設置

社外のお客さまとのＷｅｂミーティングを実施

新型コロナウイルスへの対応
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地域の皆さまとともに

　北海道の経済やお客さまの暮らしを支える様々な取り組みを進め、地域の皆さまとともに、新型コロナウイルスに対処していきます。

◦医療関係者の皆さまのお役に
立ちたいとの思いを込め、防
護服※および高性能マスクを
北海道に寄贈しました。

※泊発電所放射線管理区域内作業用

◦当社総合研究所において、研
究開発で使用する資機材・3D
プリンターを活用し、医療現
場で不足している「フェイス
ガード」を製作し、地元国立病
院や北海道などへ寄贈しまし
た。

◦新型コロナウイルスの影響で
販売不振に苦しむ北海道内の
食品関連企業を応援するため、
会員制Webサービス「ほくで
んエネモール」内で、道産品の
海産物やスイーツなどが当選
する企画を展開しました。

◦当社公式YouTube上で、科学を学べる実験・工作を行う動画
「わくわくサイエンス」を公開したり、「実験・工作キット」を進
呈するなど、当社がこれま
で力を入れてきた次世代
教育の取り組みを活用し
て、休校と外出自粛が続く
お子さまの学習を支援し
ました。

◦札幌商工会議所が実施している取り組みに賛同し、道内企業の売上不振や食品ロス解消に向け、当
社もホームページなどで呼びかけを行うなど積極的に協力

◦献血の減少を踏まえ、支店で献血車を臨時的に受入

◦乳業メーカーの多い地域で、休校に伴い流通の滞った学校給食用牛乳を買い取り、社員食堂で提供
するなど、道産品食材の消費促進へ協力

◦飲食店等のホームページやチラシを紹介し、グループ従業員に通販・宅配・テイクアウトの利用を呼
びかけ

◦外国人研修者を労働力として予定していた農家への支援　など

日頃からのお付き合いを大切に、地域と密着した様々な活動を行っております。

その他の
取り組みに
ついて

◦グループ会社の北電興業は、
『「新北海道スタイル」安心宣
言』を電柱広告として道内各
企業へ販売する取り組みを開
始し、当社も全道各事業所周
辺の電柱へ掲出しました。広告
料の一部は、北海道を通じて、
医療従事者へ寄付しました。

◦当社がこれまで開催してきた、札幌交響楽団の演奏による
「ほくでんファミリーコンサート」のスペシャル企画として、
コンサートＣＤの進呈や中
高生への音楽指導の様子を
動画配信し、ご自宅でお過ご
しの皆さまに本格的なクラ
シック音楽を楽しんでいただ
きました。
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SDGS
への貢献

ほくでんグループは、ＥＳＧをこれまで以上に重視し、事業の持続的な

成長を目指すとともに、持続可能な社会の実現に努めてまいります。

ほくでんグループ経営ビジョン2030およびＥＳＧへの取り組みを通じて、

ＳＤＧｓの実現に貢献します。
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地域行事に協力し、札幌中心部の大通公園に面する本店社屋をSDGsの17の目標アイコンでライトアップしました。
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地 域 の 発 展 を目 指 すとともにS D Gｓに貢 献 する

取締役会長　

会長メッセージ

　ほくでんグループは、本年4月に公表した「ほくでん

グループ経営ビジョン2030」において、経営理念である

「人間尊重・地域への寄与・効率的経営」のもと、これまで

以上に「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）」を重視し、低炭素化

や、地域の課題の克服と地域経済の発展への貢献など、

様々な社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会を作り

上げていくこととしました。

　この中で事業運営に伴う環境目標として、泊発電所の

再稼働やＬＮＧ火力の活用などにより、発電部門からの

CO２排出量について、2013年度比で半減以上、数量にし

て1,000万t以上の削減を、そして、再生可能エネルギー

発電については、道内外および海外を含めて、30万kW以

上の増加を目指すことを掲げました。

　北海道は国内他地域と同様に、少子高齢化と人口減少な

どの社会的な問題を抱えています。一方で、北海道には、

豊かな自然と魅力ある観光地、日本の食を支える恵まれ

た農林水産資源、確立された「北海道ブランド」などの大

きなポテンシャルを有しています。また、新たな未来・より

一層の可能性として、北海道全体の航空網の拡大と観光

市場の成長をけん引する道内7空港民営化に加え、2030

年冬季オリンピック・パラリンピックの招致、そして2030年

度の北海道新幹線の札幌延伸なども予定されています。

さらに、北海道の「食」の輸出拡大とスマート農業推進、

宇宙関連産業の創出など道内経済の持続的発展に向けた

取り組みにも期待が持てます。

　ほくでんグループは、地域に根ざす企業として北海道

の発展こそがほくでんグループの事業基盤になるとの認

識に立ち、地域の皆さまとともに新たな価値を創り上げ

る「共創」の考え方を根底に、ビジョンの実現に向けた各

施策を推進します。 そして、北海道の持つポテンシャル

と可能性を、ほくでんグループの事業に最大限活用してい

きます。 これらの取り組みを進めることで、2015年に国連

で採択された国際社会における共通開発目標である「ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）」の多くの項目に貢献できるもの

と考えています。

　ほくでんグループは、総合エネルギー企業として、地

域の皆さまの生活・経済活動を支え、地域の発展そして

企業価値の向上を実現するとともに、持続可能な社会

の実現に貢献してまいります。

2020年9月
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　ほくでんグループは、ウポポイ（民族共生象徴空間）の交流促進官民応援ネッ
トワークに参画しています。オール北海道でアイヌ文化創造発展と道内経済の
活性化・地域創生の好循環を図ることを目的に、様々な機会を通
じて、アイヌ文化に
関する情報を発信
しています。

ウポポイ（民族共生象徴空間）

　北海道の次世代を担う学生と、道内の作り手、売り手とが一丸となり、地域に
喜ばれるおみやげ菓子商品の開発を目指したプロジェクトです。ほくでんエネ
モール会員のみなさんにご協力いただいた「北海道のお菓子の材料として、ふ
さわしいと思う北海道食材」についてのアンケート結果を参考に、お菓子のアイ
デア出し・試作・試食・商品ネーミングや
パッケージ・価格等について話し合い、商
品を開発しました。

北海道おみやげ菓子 商品開発プロジェクト

　デジタル技術などの進展に関して、一企業が自前の技術力で実現するのでは
なく、社外の新しい技術やアイデアを積極的に取り入れて共同研究するため、総
合研究所内にオープンラボを開
設し、地域や異業種との協働・共
創を推進します。

オープンラボを通じた地域連携「ほくでんコラボ」

　（株）北海道日本ハムファイターズが建設するエスコン フィールド HOKKAIDO
で、エネルギーサービスプロバイダ事業（ESP事業）を実施し、ファイターズの全
体コンセプトである共同創造空間を通じた地域創生の実現に向け、エネルギー
分野でサポートします。
　ファイターズのパートナーとして、道民の皆さまやファンの皆さまが「北海道の
シンボル」として愛着と誇りを持て
る「新球場を核としたまちづくり」
の実現に向けて、ゼンリョクで応援
します。

エスコン フィールド HOKKAIDO

関連する
SDGs

関連する
SDGs

SDGsに向けた取り組み

関連する
SDGs

関連する
SDGs



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。

「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て、達成状況を
定期的にチェックしています。
また、当社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「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。

戦略

リスク管理指標と目標

ガバナンス

・環境理念 ....................................P54
・環境管理体制 ............................P54

・ほくでんグループ経営ビジョン2030
　.......................................P16～18
・環境管理項目の実績と将来目標
...................................................P55

・「電気事業低炭素社会協議会」の
電気事業全体のCO₂排出削減目標
...................................................P57

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 Outlook 2019」（右
図参照）を用いて、気候関連リスクおよび機会が
どのように変化するか検討を進めていきます。
気候関連問題に対する当社の基本的な戦略は、
電源の低炭素化と電化促進と考えています。

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（右表参照）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。

・CO₂削減に向けた取り組み ......P57
・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）
.....................P17、P31、P32

・気候関連リスクと機会..............P44
・事業等のリスク.........................P78

※Safety, Energy Security, Economic 
　Efficiency and Environment

Current Policies Scenario
各国が何ら政策変更を行わなかった
場合のシナリオ

Sustainable Development Scenario
パリ協定の2℃目標を考慮した持続可能な開発
目標を達成するためのシナリオ

Stated Policies Scenario
各国の政策の方向性と目標
を考慮したシナリオ

Current Policies Scenario
各国が何ら政策変更を行わなかった
場合のシナリオ

Sustainable Development Scenario
パリ協定の2℃目標を考慮した持続可能な開発
目標を達成するためのシナリオ

Stated Policies Scenario
各国の政策の方向性と目標
を考慮したシナリオ
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※ 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。
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TCFD提言に基づく情報開示

SDGs、ESG

　当社は、2019年8月、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD※）」提言へ賛同する署名を行いました。
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。

TCFD提言への取り組み
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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。

「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て、達成状況を
定期的にチェックしています。
また、当社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「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。

戦略

リスク管理指標と目標

ガバナンス

・環境理念 ....................................P54
・環境管理体制 ............................P54

・ほくでんグループ経営ビジョン2030
　.......................................P16～18
・環境管理項目の実績と将来目標
...................................................P55

・「電気事業低炭素社会協議会」の
電気事業全体のCO₂排出削減目標
...................................................P57

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 Outlook 2019」（右
図参照）を用いて、気候関連リスクおよび機会が
どのように変化するか検討を進めていきます。
気候関連問題に対する当社の基本的な戦略は、
電源の低炭素化と電化促進と考えています。

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（右表参照）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。

・CO₂削減に向けた取り組み ......P57
・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）
.....................P17、P31、P32

・気候関連リスクと機会..............P44
・事業等のリスク.........................P78

※Safety, Energy Security, Economic 
　Efficiency and Environment

Current Policies Scenario
各国が何ら政策変更を行わなかった
場合のシナリオ

Sustainable Development Scenario
パリ協定の2℃目標を考慮した持続可能な開発
目標を達成するためのシナリオ

Stated Policies Scenario
各国の政策の方向性と目標
を考慮したシナリオ

Current Policies Scenario
各国が何ら政策変更を行わなかった
場合のシナリオ

Sustainable Development Scenario
パリ協定の2℃目標を考慮した持続可能な開発
目標を達成するためのシナリオ

Stated Policies Scenario
各国の政策の方向性と目標
を考慮したシナリオ
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※ IEA が発行する「World Energy Outlook 2019」のデータベース (www.iea.org/weo) に基づき、北海道電力が作成。

CO2の削減に資する電化
が今後拡大していくこと
が予想されており、気候
関連の機会として認識し
ています。
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ＩＥＡ 「World Energy Outlook 2019」 世界のCO2排出量に係るシナリオ

日本の電化率推移に係るシナリオ

気候関連リスクと機会

参照シナリオ

（２）機会

分類 機会の内容 関連ページ

資源の効率 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 P21～P24

エネルギー源 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発電所（LNG火力）の活用によるCO2およびコストの削減 P17
P27～P28

製品・サービス 省エネおよび高効率機器の導入からエネルギー調達、設備の運用に至るまで一括したサービスを提供するESP事業の展
開による収入の拡大 P19～P20

市場 国内外における再生可能エネルギーの導入拡大に向けた積極的な展開による収入の拡大 P17～P20

レジリエンス 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 P35～P36

（１）リスク

分類 リスクの内容 発現予想時期

移行リスク

政策・法規制 CO2 削減に向けた政策強化に伴う費用増 中期
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 長期
市場 ESG 対応および海外動向に起因した資金調達コスト増加 中期
評判 お客さまの電気に対する志向の変化に伴う収入の減少 中期

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増加 短期
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

※短期：2 年程度、中期：5 年程度、長期：10 年程度

※ IEA が発行する「World Energy Outlook 2019」のデータベース (www.iea.org/weo) に基づき、北海道電力が作成。

　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。
今後も継続的に検討を加え、リスク管理等を実施していきます。

　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 Outook 2019」を参照しています。
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SDGs、ESG

次世代教育・スポーツ振興への支援、地域経済への貢献

■ 次世代教育のお手伝い
　明日の北海道を担う青少年の育成を科学の分野でサポートし
ていく社会貢献活動の施設「科学であそぼ『おもしろ実験室』」
を運営しています。
　主に小・中学校の皆さんに実験や工作などを通して楽しみな
がら科学に親しんでいただき、身の回りの不思議な自然現象に
対する興味・好奇心を高めるとともに、直接体験を通して探究
心、創作心、創造心などの「科学する心」を育む実験教室を企画
しています。
　また、全道各事業所が主催し、おもしろ実験室の社員が講師と
して出向く地域貢献活動「出前実験教室」を開
催し、各地の子どもたちにも「おもしろ実験室」
を体験していただき、実際に見て触れて科学
の楽しさを学んでいただいています。

■ 次世代人材の育成支援活動
　生徒・学生の職業意識の醸成などを目的として、毎年夏と冬にインターン
シップを開催し、多くの学生の皆さんに参加いただいています。
　インターンシップでの体験を通じて、ご自身のキャリアビジョン形成に役立
てていただくことを期待し、今後も開催を継続していきます。

　地域・社会の皆さまとともに、次世代教育支援や地域スポーツの振興支援に取り組み、さらに地域経済活動・地域発展の取り組みに貢献し
ていきます。

全道8地域にて出前実験教室を
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］

おもしろ実験室には2019年度、約1,600名が来館し、
本格的な理科実験を通し、生きた知識を身につけてい
ただきました。［実験教室の様子］

インターンシップでの実習風景

社会貢献活動の推進
～地域とともに、歩み、成長する～
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■ 地域スポーツの振興支援活動
　地域の未来を担う子どもたちがのびのび育つ環境づくりとし
て、ノルブリッツ北海道ＦＣのサッカー教室を通して、北海道のス
ポーツ振興に貢献しています。
　札幌近郊の小学生から社会人を対象に、毎年サッカー教室
を行っています。このサッカー教室では、健常者からハンディ
キャップを持った選手などとの交流を介して地域に根ざした支
援活動を実施しております。
　また、学生や社会人リーグとの親善試合を実施するなど、地
域のスポーツ振興による取り組みを積極的に推進しています。

■ 外部機関との連携による地域発展に向けた取り組み
　これまでも、道内の自治体や企業、大学など、外部機関と連携して電力の安定供
給やエネルギーの有効利用などをテーマに多くの研究開発に取り組んできました。
　今後も、持続可能な社会の実現に向けた地域の課題解決や経済発展、事業領
域の拡大などにつなげるため、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」で掲げた

「共創」の考え方に基づき、外部機関と当社の技術やアイデアを積極的に組み合
わせることでイノベーションを生み出す「オープンイノベーション」のさらなる推進
に取り組んでいきます。

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

スポーツイベントへのボランティ
ア参加など、北海道の地域ス
ポーツの振興発展を支援してい
ます。［親善試合の様子］

小学生を対象としたサッカー教室では青少年の健全育成や技術向上に向けた取り組みを積極的に
サポートしています。［サッカー教室の様子］

北海道の企業や自治体等によるオープンイノベーションの可能性につい
て議論を深める「オープンイノベーションセミナー in 江別」を開催しまし
た。［セミナーの様子］

高所作業車を使用して街路灯を清掃しました。
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社外取締役インタビュー
「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を羅針盤として、
厳しい経営環境を乗り越えていきます

SDGs、ESG

A 北海道電力の取締役会では、参加者全員による自由な議論や忌憚の無い意見交換が可能です。社外取締役メン
バーからも、それぞれの経歴や知見を活かした意見を述べさせ
ていただいているところです。社外取締役の存在と管理・監督の
役割が、ほくでんグループのガバナンス強化につながっている
と考えます。
　取締役会以外にも経営層との意見交換の場が有り、会長・社
長等が社外監査役を含む社外役員の意見や考えを聞く機会と
なっています。こういった様々な場面において、社内取締役は社
外取締役の言葉を真剣に受け止めていると感じています。
　北海道電力では、社外役員全員に対して、電気事業や経営施
策に対する説明を聞く機会が設けられており、取締役会の議論
や決定の判断に寄与していると考えています。電気事業は専門
的・技術的なテーマも多く、所管部門以外の人間にはわかりづら
い話もありますが、事前に丁寧な説明・解説を聞く仕組みも有
り、十分、議論に参加することが可能です。
　事業所訪問や施設視察など可能な限り発電・流通や販売など
の現場を知る機会や、そこで働く従業員との意見交換の場を設
けてもらっており、取締役の責務を果たすために有用な知識を得
ることができます。現場でなければ得られない情報は貴重です。
　さらに、株主や投資家といったステークホルダーの皆さんから
寄せられたご意見やご質問、特徴的なコメントについて、定期的
に説明を受けるフィードバックの場が設けられており、ステーク
ホルダーからの反応・意見・評価の情報は、取締役会における経
営判断に役立っています。

　取締役会に提出される資料には情報が網羅されており、事前
説明は丁寧に時間をかけて実施されます。取締役会の事前説明
で出された質問については詳しい資料と端的な回答が得られ、
スピード感を実感できています。

取締役  鵜 飼  光 子

北海道電力の取締役会について、
どのように評価しているかをお聞かせください。Q
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A 私は、社外取締役の役割は基本的に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく責務を果
たすものだと考えています。
　お客さま、株主、投資家、取引先など多くのステークホルダー
の代弁者として経営の方向性や執行状況を見守る役割と、経営
の意思決定の場面において必要な問題点の指摘を行い、そうし
た問題意識が取締役会に出席する他の全ての役員に共有され、
そのうえで取締役会での判断が行われるように努めることが責
務だと思います。
　コーポレートガバナンス・コードにもあるように、「自らの知見
に基づき、会社の持続的な成長を促し、企業価値の向上を図る
べく、取締役の観点からの助言を行う」よう心がけています。また
「取締役会での重要な意思決定を通じて、経営の監督を行うこ
と」や、「多くのステークホルダーの意見を取締役会に適切に反
映させること」が重要であると考えています。

　個人的に特に意識しているのは、外部の視点・お客さまと同じ
視点を持って取締役会に臨み、質問したり意見を交わしたりする
ことです。とかく企業は内部の論理になりがちで、電力会社も同
様の懸念があると思いますので、自分がこれまで過ごしてきた
キャリアのなかで得てきた知識・知見に基づき、あるいは一人の電
力の顧客として、経営判断が最善の結果となるように自分の考え
を伝えることが、社外取締役としての私の役割だと思っています。
　電力の安定供給を通して暮らしを支えるために、バランスのと
れたエネルギーミックスを構成する必要があります。電力の安
定供給や経済効率性の追求、ＣＯ２低減の環境適合面などから泊
原子力発電所の再稼働は重要だと考えていますが、私の放射線
教育研究のバックグラウンドや原子力発電所の立地地域の皆さ
まとの交流経験などが議論に活かせていると思います。

社外取締役として、どのような役割が期待されているとお考えですか。Q

ほくでんグループの強み、改善点についてのお考えをお聞かせください。Q
A これまで地域の安定的な電力供給事業を担ってきたことにより、ほくでんグループには、信頼感や安心感といった
「企業のブランド価値」という強みがあると思います。今後、取り
組む事業領域の拡大によって新たに得られるサービスの充実に
より、電気と同様に新たな生活様式や効率的なビジネススタイ
ルを提案し、「電気やエネルギーのことならほくでん」と、全国の
お客さまに言っていただけるよう、果敢に挑戦していきたいと考
えています。

　私企業でありながら、安定的に電気を供給するという公益的
な使命も担うほくでんグループには、「責任あるエネルギー供給
の担い手である」という強い思いを持った従業員が多いと感じ
ています。一方で、安定供給を第一に考えるあまり融通が効かな
い負の側面があるかもしれません。自由化された電力市場で、
事業の持続的な成長を目指すためには、良い面を伸ばしながら
も、何事にも臨機応変に対応して柔軟に、そして広い視野で事業
運営に取り組むことを心がけたいと思います。
　さらに、社会のなかの企業であるためには、これまでと同様
に、株主・投資家など様々なステークホルダーの声に耳を傾け、
双方向の丁寧なコミュニケーションを取りながら、経営判断を
行っていきます。
　女性活躍推進は社会の喫緊の課題です。電力業界は男性が多
く働く環境ですから女性に対する無意識な差別について議論す
る必要があると思いますが、ほくでんグループでは女性がその
能力を遺憾なく発揮できるような働く環境の整備が進められて
います。社内の女性社員からは「溌剌と働いている」印象を受け
ています。これは女性活躍推進への取り組みが功を奏している
からだと感じております。
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A 送配電会社の分社化など、電気事業の大きな転換点を迎えた機会に、ほくでんグループはこれからのグループ
が目指す姿として「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を公表
しました。
　このビジョンの副題は「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」ですが、ビジョン策定に関する取締役会で
の議論において、文字通り、会社の持続的な成長と中長期的な
企業価値の向上に向けた、ポジティブで建設的な意見交換が行
われ、取締役会の実効性が効いている事例と考えています。
　また、ビジョンの足元である2020年度の取り組みとして、事
業領域の拡大・海外事業への進出となるメキシコ・ソレム太陽光
発電所への出資や、北海道内のメガソーラーファンドへの出資
についても議論しました。ビジョンとこれを具現化する取り組み
方策までを議論することで、取締役会として中長期的な企業価
値の向上に現実的に寄与できたと認識しています。
　これからもビジョンに掲げた取り組みについて議論する機会
が多くあると思いますが、事業性の有無や、会社の持続的な成

長に繋がるのかどうかのロングスパンでの判断、持続可能な社
会の実現に寄与できるかなどの広範な視点で、取締役会として
の実効性を果たしていきたいと思います。
　さらに、2018年に発生した北海道胆振東部地震より発生した
停電を踏まえて、電力の安定供給に向けた設備対応・ブラックス
タート対策・運用上や設備形成上の中長期対策等に関するアク
ションプラン確認委員会が開催され、社外委員として参加しまし
た。プランの検討と実施状況に応じて継続的に議論させていた
だき、議論の過程で発生した台風対応への課題対策や、社外委
員としての提言も加味していただきながら、プランに概ね完了
の見通しがつけられたことは大きな成果でした。

A 経営の指針である「ほくでんグループ経営ビジョン2030」は、これまで以上に環境・社会・ガバナンスというＥ
ＳＧの観点を重視し、企業としての成長だけではなく、持続可能
な社会の実現を目指す内容であり、国連のＳＤＧｓ実現にも貢献
することを目指しています。
　また、少子高齢化などにより電気事業のパイが縮小すること
が懸念されるなかでも、ＣＯ２削減にも有効な電化を推進し、海
外を含めた新規事業へ積極的に挑戦することで、事業の持続的
な成長を図る取り組みを明らかにしました。
　ほくでんグループ従業員の皆さんは、会社の成長を果たしな
がら地域・社会に貢献し、さらに世界的な社会課題である低炭素
化実現にも寄与する内容であるこの経営ビジョンに誇りを持っ
て、各自がそれぞれの持ち場で、ビジョンで謳う方策に積極果敢
に取り組んでほしいと思います。
　「就職するならほくでん」と思ってもらえ、自信を持って就職を
薦めてもらえるような企業価値の向上が大切です。しかしながら、
これは急に実現できるものではありません。日々のたゆみない取
り組みの蓄積です。時間をかけてゆっくり醸成していきましょう。

　厳しい経営環境のなかでの航海となりますが、「ほくでんグ
ループ経営ビジョン2030」を新しい羅針盤として舵を切ること
で、必ずやこの荒波を乗り越えていけると信じています。ともに
頑張りましょう。

この一年に出席した取締役会などを振り返って、
取締役会の実効性が効いていると感じた事例について、ご説明ください。Q

ほくでんグループへの期待をお聞かせください／最後にメッセージを。Q
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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。

ほくでんグループＣＳＲ行動憲章
 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。
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ほくでんグループのESGへの取り組み

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

Environment

“E”

環 境
再生可能エネルギーの拡大

低炭素社会の実現に向けた取り組み

環境負荷低減への取り組み

地域環境保全に関する対応

⬇
P53

Social

“S”

社 会

⬇
P61

人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み

人材育成に関する取り組み

労働災害の撲滅に向けた取り組み

健康経営の推進

働き方改革の推進
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〈持続可能な開発目標〉
2015年9月、国連サミットにて「持続可能な開発目標
（SDGｓ）」が全会一致で採択されました。2030年ま
でに達成すべく、貧困や餓死、エネルギー、気候変動
などに関する17ゴールが宣言されています。

Governance

“G”

ガバナンス

コンプライアンス推進の取り組み

コーポレートガバナンスの体制

ステークホルダーとのコミュニケーション

情報セキュリティの取り組み

取締役・監査役の紹介

透明かつ公正な取引
⬇

P67

Social

“S”

社 会

⬇
P61

人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み

人材育成に関する取り組み

労働災害の撲滅に向けた取り組み

健康経営の推進

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

環 境
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 環境管理体制

　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。

環境負荷低減への取り組み

　「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。

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

 環境理念

　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
積極的に取り組みながら事業活動を行います
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 環境管理項目の実績と将来目標（ほくでんグループ）

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

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

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

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

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

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

評　価努力が必要 十分に達成

評価の指標

実績
2019年度目標 評価 2020年度目標

2018年度 2019年度
CO2排出係数※1

[kg-CO2/kWh]
   調整後※2 0.656 0.601

極力低減 極力低減
基礎 0.643 0.593

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 55.7 55.2 極力低減
（対前年度比） 極力低減

低公害車の導入率[％] 83.0 83.7 極力向上 極力向上

SOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.83 0.66 極力低減 極力低減

NOx排出原単位（全電源平均）
[g/kWh] 0.61 0.52 極力低減 極力低減

微量PCB汚染柱上
変圧器処理量[台] 7,560 7,486

計画的処理の推進
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] 573 153

産業廃棄物リサイクル率※4[％] 96.0 97.2 95程度 95程度

石炭灰リサイクル率[％] 96.5 97.6 95程度 95程度

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

グリーン調達率（事務用品等）※5[％] 92.1 93.8 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 

114
（10,100枚）

101
（9,100枚）

従業員1人あたりのコピー用紙
購入量10％減（対前年度比）

従業員1人あたりのコピー用紙 
購入量10％減（対2018年度比）

Environment 環境

PCB処理の
推進
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 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）

　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。

※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 401.4万t
重油 62.3万kl
軽油 1.6万kl
液化天然ガス 37万㎥

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※1 431.2万㎥

オフィス活動
オフィス電気 40.3百万kWh
車両燃料 1,199kl
暖房等燃料 466kl
オフィス水 17.0万㎥

OUTPUT

大気への排出
CO2※2 1,402万ｔ（基礎排出量）

SOX※3 1.5万t
NOX※3 1.2万t

水域への排出
排水量※4 288.6万㎥
COD排出量 12.1t

放射性廃棄物
ドラム缶 99本

産業廃棄物 ※5
発生量 86.8万t
◇石炭灰 68.0万t
◇その他 18.8万t
リサイクル量 84.3万t
最終処分量 2.5万t

オフィス活動に伴う大気への排出
CO2※7 3.3万t

事 業 活 動

発 電
発受電電力量

合計２５,909百万kWh
火力発電

18,020百万kWh

原子力発電
−kWh

水力発電
3,277百万kWh

再生可能エネルギー
（水力発電除く）

128百万kWh

揚水動力
△244百万kWh

他社からの購入
(火力・再生可能エネルギーなど)

7,546百万kWh

他社への送電
△2,818百万kWh

送 電
送配電損失

△808百万kWh

発電所・所内電力量
△1,338百万kWh

変電所・所内電力量
△62百万kWh

お客さまへの販売電力量
23,701百万kWh

●2019年度実績

（原油換算）

※6
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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。

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

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

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

「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）

当社のCO₂排出削減目標(2030年度)

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

【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

2030
年度

・ 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。

■ CO₂排出量を2013年度比で 
1,000万t以上低減(半減以上) 
・ 国の温室効果ガス削減目標(2013年度比

△26％)を上回る目標を設定。
・ 電気事業低炭素社会協議会の目標(排出係

数0.37kg-CO₂/kWh程度)以下の水準を
達成。

■ 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。

Environment 環境

 CO₂削減に向けた取り組み

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

 CO₂の排出状況

【排出係数※1の推移】
・ 東日本大震災発生以降、泊発電所が順次停止したことにより、
　火力発電量が大幅に増加しています。
・ 泊発電所については、現在、国の新規制基準適合性審査を受
　けており、安全確保を大前提とした再稼働に向けて、総力をあ
　げて取り組んでいます。

 原子力・LNG火力による CO₂排出量の削減

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

※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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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。

 循環型社会の実現に向けた活動の展開

　2019年度は産業廃棄物の約8割を占めていた石炭灰の発生
量をLNG火力の導入によって大幅に削減することができました。
今後も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きます。

【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、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
有効活用しており、リサイクル率はここ数年95％以上を維持して
います。

産業廃棄物リサイクルの状況（2019 年度）
廃棄物名 発生量（t）  リサイクル量（t）リサイクル率（％）

石炭灰 679,920 663,791 97.6%

石
炭
灰
以
外

脱硫石こう 128,380 128,376 100.0%
がれき類

（廃コンクリート柱など） 32,810 31,256 95.3%
汚泥

（排水処理汚泥など） 8,168 4,368 53.5%
金属くず 8,363 8,069 96.5%
重原油灰 2,842 2,842 100.0%
廃プラスチック 1,318 990 75.1%
その他

（廃油・ガラス屑など） 6,754 4,156 61.5%

合計 868,555 843,849 97.2%
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 大気汚染防止対策

【硫黄酸化物（SOx）・窒素酸化物(NOx)排出量の推移】
　火力発電所では、排煙脱硫装置や排煙脱硝装置を設置し、
SOx、NOxの排出量を低減してきました。
　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火力発電所の導入により
2019年度実績については震災前と同程度まで低下しています。

　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）

地域環境保全に関する対応

3.7
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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。

PRTR 法に基づく届出実績（2019 年度）

物質名 届出事業所 環境への排出量 移動量 主な用途事業所数 種類 大気 水域

ダイオキシン 1 その他 0.11mg-
TEQ 0 0 廃棄物

焼却炉

ヒドラジン 1 火力 0 740kg 0 ボイラ処理水

トルエン 1 火力 3,200kg 0 0 発電用燃料

メチルナフタレン
4 火力

1,022kg 0 79kg 発電用燃料
1 原子力

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

建物および設備における主な石綿使用状況（2020年3月末）
対象 使用箇所および使用状況

石綿を含有する
吹付け

建物の吸音、断熱材、耐火材として使用

2棟

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

防音材
変圧器の防音材（変電設備）

11台

石綿セメント管
地中線用の管路材料（送電設備）

亘長：約2.7km

保温材
発電設備（火力設備）

石綿含有製品残数：約2,700㎥（全数の約7％）

緩衝材
送電設備などの懸垂がいし

石綿含有製品残数：約633,768個（全数の約24％）

増粘材
架空送電線用の電線

電線防食剤亘長：約191.9km（架空送電線全亘長の約2.4％）

シール材・
ジョイントシート

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

 化学物質への対応

　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。

PCB を含む廃棄物などの保管状況（2020 年 3 月末）
対象 高濃度PCB  微量PCB

絶縁油量※1 0kl 117kl

変圧器 0台 85台

コンデンサ 15台 24台

ウェス・汚染物など 3,834kg 23,053kg

中・小型機器など※2 21台 226台

蛍光灯安定器 103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）

Environment 環境

当社の環境対策について説明

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、お客さまとの対応活動を行っております。

　2019年度は、北海道主催の「環境フェスタ」などへ参加し、大人はもちろ
ん子ども達にも興味を抱いてもらえるよう、発電や再生可能エネルギーを
体感できる簡単な実験コーナーを設けるなど工夫を凝らすことで、当社の
環境問題への取り組み姿勢をご理解いただくことができました。



60HEPCO Group Report 2020

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。

 生物多様性保全への取り組み

　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）



Social
ほくでんグループは、安全性・安定性を第一に、電気を中核とする商品、
サービスを提供します。
また、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。

写真中の「切り絵」は、グループ会社 （株）ほくでんアソシエ勤務 千葉和洋さんの作品です

社 会
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 健康経営宣言の発信

　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

　北海道電力が、「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」という使命を果たしていくには、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ことが欠かせません。
　そのためには、従業員の皆さん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ります。
　会社にとって従業員の皆さんの健康が重要であり、それが企業の生
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従
業員の健康管理を推進する「健康経営」の視点で、色々な活動を行い
ます。
　会社と健康保険組合そして従業員の皆さんが一体となって、定期健
康診断の完全受診や健診結果の積極的な活用、運動や食生活などの生
活習慣改善のための取り組みを展開するとともに、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
えるような職場づくりを目指してまいります。
　北海道電力は、「安全と健康を守ることは全てに優先する」との強
い決意のもと、従業員一人ひとりの健康づくりや働きやすい職場づく
りを積極的に支援することにより、従業員の皆さんの健康保持・増進
活動への取り組みを推進してまいります。

　　　　　　　　北海道電力株式会社
代表取締役社長　　藤 井　裕 

 推進体制

　定期的に中央安全衛生委員会(労使の代表者、健康管理専任
部署で構成)で議論し、ＰＤＣＡサイクルにより健康課題を踏まえ
た実効ある取り組みを推進するため活発な議論を行っていま
す。委員会には適宜、人事労務担当役員も出席しています。
　また、経営層（社長以下）の会議体に健康づくりに関わる取り
組み状況を定期的に報告し、進捗状況などを確認しています。

　当社が持ち続けている“責任あるエネルギー供給の担い手と
しての役割を全うし、北海道の持続的な発展に尽くしていく”と
の思いの実現に向けては、事業を支える従業員一人ひとりが健
康づくりに努めながら能力を最大限に発揮し、生産性を向上して
いくことが重要です。
　当社では、健康づくりを個々の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し、「健康経営」を推進する
ことで、健康で活き活きと働ける職場を目指しています。

健康経営の推進

 主な健康づくりに向けた取り組み例

産業保健スタッフによる全従業員への保健指導
　全従業員に対し年1回
以上、専属の保健師等が
個別に保健指導を実施し
ています。
　定期健康診断結果では
脂質、肝機能など食生活
や運動など生活習慣と深
い関連がある項目の有所見率が高い傾向にあり、生活習慣の改
善に向けた細やかなアドバイスを行っています。
全社健康づくり強調月間などの実施
　健康づくりへの関心が低い従業員
の行動変容や職場での自主的健康づ
くりの定着を目指し、毎年10月の1ヵ
月間を全社「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。
健康づくりに関する教育
　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。

 「ホワイト 500」に認定

　こうした取り組みにより、当社は2020年3月、特に優良な健康
経営を実践している法人として、経済産業省と日本健康会議が
共同で選定する「健康経営優良法人（ホワイト500）」に認定され
ました。
　今後も従業員の健
康保持・増進に向けた
様々な活動に取り組ん
でまいります。

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
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 人権の尊重

　当社は、「人間尊重」を経営理念に掲げ、お客さまをはじめ社
内外の人権擁護を図りつつ事業を運営しています。ほくでんグ
ループＣＳＲ行動憲章、コンプライアンス行動指針、服務規律に
おいて、個人の人権・人格を尊重することを謳い、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。　

 障がい者の活躍推進

　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）。

人権の尊重・ダイバーシティ推進の取り組み

 女性の活躍推進

　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。

 仕事と家庭の両立支援

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

 高年齢者雇用の促進

　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。

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

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

※�「マスター制度」は、特定分野で卓越した専門知識を有し、これまでの社業発展への寄与がみとめられ、今後の
貢献が期待できる社員を、任命・処遇する制度。

はたラッコちゃん
（働く子ちゃん）

カイカくん
（改革君）

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

 取り組み目標

　長時間労働の是正やメリハリ（オン・オフ）のある効率的な働き
方を目指して、全社で時間外労働の低減と休暇取得増加に向け
た目標を掲げ、各取り組みを展開しています。
●全従業員の時間外労働について、月80時間以内（休日労働含
む）の徹底とさらなる低減を目指します。
●年間の年次有給休暇平均取得率を中長期的に100％（20日）
とします。

 各種勤務制度の整備

　子育て・介護と仕事の両立支援および健康で“働きやすい”
“休みやすい”職場環境に向けて、各種勤務制度などの整備を
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

　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。

働き方改革の推進 

 意識改革・醸成

　社内ポータルサイトに「働き方改革」専用コーナーを設置し、
適宜、新しい情報を全社に発信しています。
●各職場における働き方改革推進の取り組みや各種良好事例
をブログ形式で掲載
●「スマート会議のすすめ：会議のあり方10の指針」「スマート
メールのすすめ：社内メールのあり方3の指針」を取りまとめ
全社統一的に展開

●当社従業員が作成した親しみやすいシンボルキャラクターを
活用した4コマ漫画、各種キャンペーン、話題等の提供

キャラクター紹介

2020年度 新たなビジネスマスター誕生
� �2020年度のマスター任命式において、需給運用部の伊賀
さんが、「電力受給料金調定・受給実績管理」の分野において、
女性で二人目となるビジネスマスター※に任命されました。
伊賀さんは、「当社が誇る『匠（たくみ）』の一人」として、電力
間融通や事業間の受給料金調定業務と実績管理に携わり、特に北本連系設備の料金調定を熟知し
ており、電力他社からの信頼も厚く、また、後進の指導等にも高評を得ています。
「ほくでんグループの確固たる技術力・人間力を基盤に、今後も電気をお届けする使命を果たすべ
く、業務に励んでいきたい」と語っていました。

需給運用部�企画・購入グループ
ビジネスマスター

��伊賀��依久子��さん

TOPICS
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 人材育成方針

　当社を取り巻く大きな環境変化を克服し、電気事業者として
北海道とともに発展していくためには、社員一人ひとりが、企業
人としての使命感と誇りを持って業務を遂行していくことが必要
です。
　さらに自由化時代において、お客さまから選択され続けるた
めには、これまで以上に高度な専門能力を身につけ、お客さま
ニーズに的確に対応でき、地域社会と信頼関係が築ける人材で
あることが必要となります。
　当社は、求める人材像を次のとおり定め、ふさわしい人材の育
成を目指し取り組んでいます。

【求める人材像】

●�自ら考え自ら行動する人�
・自律意識を持ち、主体的に課題解決に取り組む人材

●�自由化時代を勝ち抜く専門能力を具備した人�
・電力分野等において他の追従を許さぬ高度な専門能力を備えた人材

●�信頼と共感を得ることができる人�
・�社内外を問わず信頼関係を保持できる人材、また、社会ルールを遵守し、����
　社会常識を逸脱しない人材

 教育・研修

　当社の人材育成は、「集合教育」、「職場内教育」、「自己啓発支
援」からなり、本店各部室教育担当、各研修施設、各事業所が連
携し実施しています。

＜教育の3本柱＞

集合教育
共通教育 階層別研修・社外研修

部門教育 部門別研修

職場内教育 職場での教育・指導

自己啓発支援 支援制度・学習ツール

【集合教育：共通教育】
　全部門共通の教育として、階層別に実施します。（新入社員導
入研修、新任管理者研修など）

人材育成に関する取り組み

　次世代の経営幹部の育成のため、異文化・異業職種の経営幹
部が参加する社外研修に派遣しています。

【集合教育：部門教育】（部門別研修）
各部門の育成計画に基づき実施します。

【自己啓発支援】
　当社は、社員の基礎力・専門力の習得に向けた自発的かつ積
極的な自己啓発行動に対し次の支援策を提供しています。

自己啓発支援策

・�eラーニング（約220コース）受講助成
・�通信教育（約250コース）受講助成
・�TOEIC受験助成
・�自主的学習グループ活動助成
・�国家試験等合格祝金制度

【若年層育成プログラム】

　若年層の早期育成を目指し、集合教育・職場内教育・自己啓発支
援を連携させ、当社社員として会社生活で必要不可欠な基本的な
態度・知識・スキルを5年で習得させることを目的としています。

［重点テーマ］

・�仕事の基礎力の養成
・�考える力の養成
・�対人能力・コミュニケーション能力の養成
・�業務課題の改善・目標の設定
・�英語力の向上
・�自己啓発目標の設定と自己管理の習慣化

ビジネスマナー研修 電話対応実習

雇入れ教育：安全指導

水車発電機分解組立研修

変電部門新入社員研修

配電部門新入社員研修
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　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。

 安全活動の推進体制

　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。

 ゼロ災害達成に向けた取り組み

　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。
　これらの取り組みにより当社の労働災害度数率※は0.09と、
全国全産業平均と比較して低い水準にあります。

※延べ100万労働時間あたりの労働災害による休業1日以上の死傷者数のことで、災
害の発生頻度を表す。

労働災害の撲滅に向けた取り組み 

 関連会社と一体となった安全活動の推進

　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。
　2019年度の関連工事会社
の災害発生件数（休業災害）は
関係者の努力により過去10年
間で最も少ない4件に留まって
います。

職場でのAED�使用法講習会

全社の若手社員による
「私の安全宣言」活動

現場での安全パトロール

功績のあった会社への表彰

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

ガバナンス
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社外取締役の選任理由と活動状況　

社外監査役の選任理由と活動状況

氏　名 選任の理由 2019年度の活動状況

市 川 　 茂 樹 弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を当社経営に活かしていただくことを期待して選任しています。 取締役会14回すべて出席

鵜 飼 　 光 子 学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を当社経営に活かしていただくことを期待して選任しています。 取締役会14回すべて出席

氏　名 選任の理由 2019年度の活動状況

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

取締役会14回すべて出席
監査役会10回すべて出席

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

取締役会14回すべて出席
監査役会10回すべて出席

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

取締役会14回のうち13回に出席
監査役会10回のうち9回に出席
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取締役会（取締役）
12名（社外2名）

監査役会（監査役）
5名（社外3名）

監査役室

会計監査人

業務執行部門

グループ各社

担当執行役員等

本店、支社、発電所 等

人事・報酬諮問委員会

内部監査部門

内部監査室

原子力監査室

報告付議・報告

付議・報告選定・解職・監督

指示

内部監査

内部監査

統制
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情報連携
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会議体※

情
報
連
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会
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相
当
性
の
判
断

※ＣＳＲ委員会、企業倫理委員会、
　リスクに関する委員会、環境委員会 等

株主総会

コーポレートガバナンスの体制

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの充実に取り組み
企業価値の向上を図ります
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 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 重要事項の審議・業務執行について

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

 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5
名、その他15名です。

Governance ガバナンス
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 取締役会の実効性評価

　年1回、取締役および監査役をメンバーとする意見交換により
取締役会の実効性評価を行っています。

　今年度の評価から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、さら
に詳細な自己評価を基に取締役会の充実を図ることを目的にア
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、重要事項に対する社外役員との意見交換機会の充実
や社外取締役と内部監査部門との連携強化、新任役員等に対す
る研修の充実などを求める意見があり、今後重点的に取り組ん
でまいります。
　また、昨年指摘された、ＩＲ説明会における質疑内容や分社化
以降の送配電会社を含めた経営リスクに関する情報共有につい
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。

 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。

 取締役および監査役の報酬等の 
  決定に関する方針

　

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

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

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

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

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

【監査役】
　 監査役の報酬は、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。

 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。
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取締役および監査役　（2020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、藤井監査役は、「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）

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）

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）

取締役
常務執行役員

舟根 俊一（1959年3月7日生）

原子力事業統括部長補佐、
原子力推進本部副本部長、泊原子力事務所長

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（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

松原 宏樹（1959年11月27日生）

原子力推進本部副本部長
販売推進部・首都圏販売部・広報部担当

1982年4月　当社入社
2011年6月　同 営業部部長
2014年4月　同 帯広支店長
2016年6月　同 執行役員 広報部長
2018年4月　同 上席執行役員 道央支社長
2019年6月　同 取締役 常務執行役員（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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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・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）

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
藤井 文世（1954年8月20日生）

1979年 4月　 株式会社北海道拓殖
銀行入行

2011年 6月　 株式会社北洋銀行　
取締役持株会社担当

2012年10月　同 取締役経営企画部長
2014年 6月　同 常務取締役
2015年 8月　 株式会社ツルハホール

ディングス監査役（社
外）（現在にいたる）

2017年 6月　 株式会社北洋銀行 常勤
監査役（現在にいたる）

2017年 6月　 当社監査役（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・情報通信部担当
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）

監査役（常勤）
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 6月　同 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）

取締役副社長
副社長執行役員

阪 井  一 郎（1957年4月13日生）

原子力事業統括部長、原子力推進本部本部長代理
火力部・石狩湾新港火力発電所建設所担当

1982年4月　当社入社
2011年6月　同 発電本部副部長兼原子力部長
2012年7月　同 理事 原子力部長
2013年6月　同 常務取締役 泊原子力事務所長
2014年6月　同 取締役 常務執行役員 泊原子力事務所長
2018年4月　同 取締役副社長 原子力事業統括部長（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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企業倫理委員会

相談

回答

相談内容
連絡・指示 結果報告

連携

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

　北海道電力（株）および北海道電力ネットワーク（株）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、社長を委員長とする
企業倫理委員会のもと、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、5,614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96回、延べ4,164名受講、グループ各社での実施を含
む）を実施しています（2019年度実績）。

コンプライアンスの推進体制

「コンプライアンス相談窓口」受付件数

コンプライアンスに関する全従業員アンケートの結果
（2019年12月実施）

「はい」 99.6％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）

[構成]

コンプライアンス相談窓口

企業行動マネージャー※

職場管理者

従業員

北
海
道
電
力
　・

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

各
部
門・事
業
所 （株）

（株）

・2019年度　27件

・2018年度　26件　

・2017年度　30件

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

※各部室・事業所を統括する管理職を企業行動マネージャーとして設置（106名・2020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（株）および北海道電力ネットワーク（株）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。
　なお、これまで相談のなかで重大なコンプライアンス違反が
確認されたものはありませんでした。

 さらなるコンプライアンスの徹底に向けた取り組み

　他電力で発生した不適切事例を踏まえ、2020年4月に当社およ
びほくでん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」（当社お
よびほくでんネットワークの役員・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きます。
・ 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）を実施していきます。
・ コンプライアンス教育の中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きます。
・ 役員との職場懇談会を実施し、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
　の理解徹底を図っていきます。
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 個人情報保護の取り組み
　北海道電力（株）および北海道電力ネットワーク（株）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

 情報セキュリティ基本方針

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

 情報セキュリティ管理体制

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

 情報セキュリティ対策の取り組み

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

へのセキュリティ教育・周知徹底等の措置および外部記憶媒
体の原則利用禁止、記憶媒体の管理状況の記録簿管理など
情報管理の指導徹底を行っています。

　２０２０年度からはサイバー攻撃の早期検知と迅速な対応の
ために、ＳＯＣ※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。

　また、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。

　※１ SOC: Security Operation Center
　※２ CSIRT: Computer Security Incident Response Team
②人為的システム侵害に対する物理的・技術的安全管理措置
　システムへの不正侵入防止、システムに対する攻撃および重

要データの破壊・改ざん防止のために適切な防御措置を講じ
ています。

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

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

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

 グループ全体の情報セキュリティの取り組み

　当社は、グループ全体の情報セキュリティに関わる管理体系
を整備するとともに、グループ全体に共通する情報セキュリティ
対策を計画・推進しています。
　また、グループ全体の情報セキュリティの維持・向上およびグ
ループ各社が情報セキュリティ対策を統一的かつ確実に実施す
るため、「ほくでんグループ情報セキュリティポリシー」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。

情報セキュリティの取り組み

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）

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。
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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、地域社会の一員として地域の皆さまとのコミュニケー
ションを充実させて相互理解を深めます。また、グループの総合力を発揮し、地域経済や地域社会の活性化に向けて取り組みます。

 経営幹部による積極的な情報発信と 
  コミュニケーション

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

 様々な媒体を通じた情報発信

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

 報道機関への対応

　新聞、テレビ、ラジオなどの報道は、ほくでんグループの事業
に対するステークホルダーのご理解や企業イメージおよび株価
や企業価値に大きな影響があることから、記者会見やプレスリ
リース等により、積極的な情報公開に努めています。
　また、日々の取材に対して、迅速・的確に対応することにより、
報道機関を通じ、地域の皆さまに、タイムリーかつ正確に情報発
信するとともに、積極的な情報公開の姿勢を訴求しています。
　さらに、泊発電所をはじめとした設備の見学会や、近年、社会
的な関心が高い再生可能エネルギー電源の導入拡大に関連す
る勉強会を開催するなど、事業への一層の理解促進に努めてい
ます。

 地域のお客さまの声を事業活動に反映

　お客さまから信頼いただき、ご満足いただける業務運営を目
指し、お客さまからのお問い合わせ・ご意見を承る「レインボーポ
スト」を当社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。

地域の皆さまや株主・投資家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

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　　　　　　　　　

ブラックアウト総合訓練のマスコミ公開
地域の皆さまとの懇談会（２０１９年度）

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

【主な活動実績】
● 社長をメインスピーカーとした「会社説明会」の開催： 

年2回開催、延べ約130名参加
●四半期決算毎の株主・投資家訪問：延べ約90社
●海外IRの実施　　など

 株主総会における株主さまとの対話について

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

株主総会の様子

ＥＳＧ情報のホームページでの積極的公開

リスク管理

IR会社説明会の様子

　当社およびほくでんネットワークは、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。当社副社長執
行役員のほか、各社の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。



2019年度は、93.8％の調達率を達成

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
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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。

 法令・社会規範の遵守

　当社は、国内外の関連法令とその精神および社会規範を遵守
します。
※関連法令とは、民法、商法、独占禁止法、知的財産関連法令な
どにとどまらず、社会的責任を果たすうえで遵守すべき、労働や
人権等に関わる法令・社会規範等を含みます。

 反社会的勢力の排除

　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢
力に対して、毅然とした態度で対応し、一切の取引をしません。

 安全の最優先

　当社は、安全を最優先し、安全に関する法令を遵守するととも
に、安全衛生の確保に必要な対策を確実に実施します。

　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。

　本説明会は、取引先とのコミュニケーションの強化およびパートナー
シップの構築を目的に、2007年から開催しています(例年約250社にご
参加いただいています)。
　本説明会においては、当社の経営状況や当年度の資機材調達計画
について説明するとともに、上記「調達の基本方針」を説明し、取引先と
CSR意識の共有を図っています。
　なお、2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開催
を取り止め、取引先には「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」の情報を提供しました。
　その他、取引先向けにメールマガジンを年４回程度発行し、資機材調
達をはじめ、当社事業への取り組みに関する情報開示に努め、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。

グリーン調達の拡大

資材調達説明会の開催

 環境への配慮

　当社は、環境に配慮した資機材の購入（グリーン調達）を推進
し、取引先の皆さまと協働して循環型社会の形成および環境負
荷の低減に取り組みます。

 オープンな調達

　当社は、広く国内外の企業から、品質面および経済面で優れた
資機材を調達します。

【調達の基本方針】



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、2013年７月の新規制基準の施行を受け、原子
炉設置変更許可申請などを提出し、適合性審査への対応に取り組んでおり、「発電所敷地内断
層の活動性評価」「積丹半島北西沖に仮定した活断層による地震動評価」「地震による防潮堤
地盤の液状化の影響評価」「津波により防波堤が損傷した場合の発電所設備への影響評価」な
どへの対応を進めている。
　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。

燃料価格の変動

　燃料購入費用については、燃料価格および為替レートの変動により影響を受ける。そのた
め、バランスのとれた電源構成を目指すとともに、燃料購入における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、2019年度末で1兆4,169億円であり、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。
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事業等のリスク
ほくでんグループの業績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2020年６月26日）現在において判断したものです。
ほくでんグループでは、これらのリスクを認識した上で、発現の回避や発現した場合の対応に努めていきます。
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▍SASBに基づく情報開示

企業情報・財務情報

SASB INDEX

　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）13,090,000t-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 14,040,000t-CO2

○�短期・長期のスコープ1排出量
の削減計画
○排出削減目標
○�上記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」において、温室効果ガスの排出削減に係る
目標値などを定め、2030年度の目標達成に向けて
取り組みを進めています。

【削減目標（2030年度目標）】
・�CO2排出量を2013年度比で半減以下の値（1,000
万t以上低減）とすることを目指す。
・�再生可能エネルギーの発電容量を30万kW以上増
加させることを目指す。

【具体計画】
・�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
・�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

【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、気候関
連リスクと機会について議論を行っており、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。

（1）�RPS規制下市場の顧客数
（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ます。
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開示トピック 会計メトリクス コード 実　績

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）10,500t、94％
（２）10,800t、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
スが高い又はきわめて高い地域
の割合

IF-
EU･140a.1

（１）25,174,000千m3、0％
（２）2,500千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※では、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 ・679,920t、97%

石炭灰の処分場件数 IF-
EU･150a.2

・2箇所
・�石炭灰処分方法は、埋立方式であり、作業上の危険
性は低いと考えられます。
・�石炭灰処分場の構造について、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
確保しています。
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企業情報・財務情報

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）30.24[円]、（2）24.35[円]、（3）23.79[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）17,970[円]、（2）38,055[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）7,315（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。

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 2020年3月末のスマートメーター設置率：58.5％

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

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。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「改善措置活動（ＣＡＰ）」を構築･強化し、自
律的な安全性向上を目指しています。

送電網の
強靭性

（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)4分間
(2)0.11回
(3)36.36分間/回

事業メトリクス 単　位 コード 実　績

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

（1）および（４）の合計：
11,169[GWh]
（２）および（３）の合計：
12,532[GWh]

送電線・配電線の長さ km IF-EU･000.C
【送電線】架空12,502km、
地中719km（回線延長）
【配電線】架空66,679km、
地中1,642km（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 GWh・％ IF-EU･000.D

全発電量21,425GWh、うち水
力:15.30％、火力:84.10％、原子力:
実績なし、新エネ:0.60％、なお、日
本では規制市場は存在しません。
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ESG情報ハイライト

E
環境

単位 2018年度 2019年度

CO2排出係数[調整後] kg-CO2/kWh 0.656 0.601
CO2排出量[調整後] kg-CO2/kWh 1,490 1,420
直接的な温室効果ガス排出量(スコープ1) 万t-CO2 1,540 1,309
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 393 348
電源別発電設備容量の割合
水力 ％ 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 百万kWh 4,083 3,277
火力発電電力量 百万kWh 19,082 18,020
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 145 128
火力熱効率 ％ 39.7 41.6
送配電損失率 ％ 4.9 3.3

スマートメーター
導入台数 万台 172.8 217.8
導入率 ％ 46.4 58.5

SF6ガスの排出抑制(暦年値)
（ほくでんグループ）

機器点検時 ％ 99 99
機器撤去時 % 99 99

産業廃棄物リサイクル率 ％ 96.0 97.2
発生量 万t 110.0 86.8
リサイクル量 万t 105.9 84.3

SOX排出原単位
全社 g/kWh 0.83 0.66
火力 g/kWh 0.92 0.60

NOX排出原単位
全社 g/kWh 0.61 0.52
火力 g/kWh 0.70 0.55

S
社会

単位 2018年度 2019年度

年次有給休暇取得率 ％ 79.3 80.9

育児休業取得率
男性 ％ 3.2 3.0
女性 ％ 100 92.3

女性の管理職クラス比率 ％ 1.7 1.9
障害者雇用率（ほくでんグループ） ％ 2.29 2.40
労働災害度数率 － 0.18 0.09

G
ガバナンス

単位 2018年度 2019年度

コンプライアンス意識(社内アンケート) ％ 99.5 99.6
コンプライアンス相談窓口受付件数 件 26 27
CSR意識(社内アンケート) ％ 96.7 97.0
取締役数[うち社外取締役数］ 人 12　[2] 12　[2]
監査役数[うち社外監査役数］ 人 5　[3] 5　[3]
社外役員比率 ％ 29.4 29.4
女性役員比率 ％ 11.7 11.7
取締役会開催回数[平均出席率］ 回/％ 13[96.9] 14[98.9]
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2015 2016 2017 2018 2019

営業収益（売上高）（百万円） 724,111 702,776 733,050 752,238 748,468

営業利益（百万円） 43,100 27,443 33,726 42,217 42,415

経常利益（百万円） 28,062 12,603 19,421 30,181 32,640

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 21,276 8,793 16,549 22,357 26,720

RＯE（％）（※1） 11.68 4.69 8.48 10.69 11.83

1株当たり当期純利益（円／株）（※2） 94.49 34.09 71.84 101.93 123.16

1株当たり配当金（普通株式）（円） 5 5 5 10 10

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

設備投資額（百万円） 156,402 162,192 139,141 137,695 116,606

総資産額（百万円） 1,826,141 1,829,539 1,915,904 1,954,981 1,959,060

純資産額（百万円） 197,222 200,022 212,991 228,417 247,381

自己資本比率（％） 10.21 10.32 10.51 11.09 11.99

有利子負債残高（百万円） 1,289,040 1,355,962 1,426,808 1,400,740 1,416,997

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 115,972 67,081 107,054 113,808 102,686

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 149,013 △ 145,216 △ 145,355 △ 126,932 △ 126,745

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 10,169 57,357 66,360 △ 31,238 9,823

※1　自己資本については、純資産額から非支配株主持分を差し引いた値を用いて算定しています。
※2　1株当たり当期純利益は、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。
※3　現在の北海道電力及び北海道電力ネットワークの合計値になります。新エネ等は、地熱および太陽光を計上しています。
※4　端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

▍主要な財務データ（連結）

企業情報・財務情報

財務情報
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▍主要な非財務データ

2015 2016 2017 2018 2019

小売販売電力量（百万kWh）

低圧 13,444 13,315 12,628 11,673 11,169

高圧･特別高圧 15,148 13,491 12,178 11,101 12,532

合計 28,592 26,806 24,806 22,774 23,701

発電容量（千kW）（※３）

水力 1,647 1,648 1,648 1,650 1,651

石油 1,964 1,964 1,815 1,815 1,815

石炭 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

LNG － － － 569 569

新エネ等 26 26 26 26 26

原子力 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070

合計 7,957 7,958 7,810 8,381 8,382

発受電電力量（百万kWh）（※３）

水力 3,502 3,846 3,279 4,083 3,277

火力 22,158 20,569 21,029 19,082 18,020

原子力 － － － － －

新エネ等 131 135 148 145 128

融通・他社受電
（上段：受電、下段：送電）

6,692 7,381 6,822 6,829 7,521

△ 463 △ 1,923 △ 3,305 △ 4,311 △ 2,796

揚水発電所の揚水用電力量 △ 120 △ 200 △ 239 △ 325 △ 244

合計 31,900 29,808 27,734 25,503 25,906

出水率（％） 99.8 111.5 94.9 112.6 88.7

CO2排出係数（kg-CO2/kWh） 0.676 0.640 0.678 0.656 0.601

従業員数（連結・人） 10,985 10,985 10,962 10,937 10,736
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2018 2019

資産の部

　固定資産 1,752,300 1,768,926

　　電気事業固定資産 1,223,554 1,214,542

　　　水力発電設備 214,181 210,579

　　　汽力発電設備 200,842 196,753

　　　原子力発電設備 195,337 177,962

　　　送電設備 188,204 185,122

　　　変電設備 102,275 105,017

　　　配電設備 280,540 286,017

　　　業務設備 37,741 46,139

　　　その他の電気事業固定資産 4,430 6,949

　　その他の固定資産 54,182 54,914

　　固定資産仮勘定 167,012 169,986

　　　建設仮勘定 159,864 159,373

　　　除却仮勘定 164 138

　　　使用済燃料再処理関連加工仮勘定 6,982 10,473

　　核燃料 197,125 217,283

　　　加工中等核燃料 197,125 217,283

　　投資その他の資産 110,424 112,200

　　　長期投資 47,173 46,020

　　　退職給付に係る資産 14,616 13,098

　　　繰延税金資産 41,144 41,828

　　　その他 7,601 11,318

　　　貸倒引当金（貸方） △ 110 △ 66

　流動資産 202,681 190,133

　　現金及び預金 71,725 57,490

　　受取手形及び売掛金 76,539 88,918

　　たな卸資産 42,156 36,232

　　その他 13,159 7,896

　　貸倒引当金（貸方） △ 900 △ 404

　合計 1,954,981 1,959,060

▍連結貸借対照表
（百万円）

企業情報・財務情報
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（百万円）

2018 2019

負債及び純資産の部

負債の部

　固定負債 1,302,028 1,316,678

　　社債 670,000 610,000

　　長期借入金 482,230 554,234

　　退職給付に係る負債 36,981 37,765

　　資産除去債務 98,863 100,957

　　その他 13,952 13,720

　流動負債 421,949 393,210

　　1年以内に期限到来の固定負債 176,911 167,938

　　短期借入金 52,370 45,000

　　コマーシャル・ペーパー 20,000 40,000

　　支払手形及び買掛金 41,042 42,682

　　未払税金 13,185 12,754

　　その他 118,439 84,834

　特別法上の引当金 2,587 1,790

　　渇水準備引当金 2,587 1,790

　負債合計 1,726,564 1,711,679

純資産の部

　株主資本 220,397 241,409

　　資本金 114,291 114,291

　　資本剰余金 46,153 47,786

　　利益剰余金 78,155 97,537

　　自己株式 △ 18,203 △ 18,206

　その他の包括利益累計額 △ 3,505 △ 6,490

　　その他有価証券評価差額金 1,414 △ 669

　　繰延ヘッジ損益 － 7

　　退職給付に係る調整累計額 △ 4,919 △ 5,827

　非支配株主持分 11,524 12,461

　純資産合計 228,417 247,381

合計 1,954,981 1,959,060
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▍連結損益計算書

企業情報・財務情報

2018 2019

営業収益 752,238 748,468

　電気事業営業収益 719,642 712,670

　その他事業営業収益 32,596 35,798

営業費用 710,021 706,053

　電気事業営業費用　 681,217 674,673

　その他事業営業費用 28,803 31,379

営業利益 42,217 42,415

営業外収益 2,380 3,123

　受取配当金 814 707

　受取利息 19 42

　持分法による投資利益 244 111

　貸倒引当金戻入額 11 330

　その他 1,290 1,931

営業外費用 14,416 12,898

　支払利息 11,907 11,194

　その他 2,509 1,703

当期経常収益合計 754,619 751,592

当期経常費用合計 724,437 718,951

経常利益 30,181 32,640

渇水準備金引当又は取崩し 1,287 △ 796

　渇水準備金引当 1,287 －

　渇水準備引当金取崩し（貸方） － △ 796

特別損失 4,044 －

　災害特別損失 4,044 －

税金等調整前当期純利益 24,849 33,437

法人税、住民税及び事業税 3,719 6,443

法人税等調整額 △ 1,705 △ 126

法人税等合計 2,014 6,316

当期純利益 22,835 27,120

非支配株主に帰属する当期純利益 477 399

親会社株主に帰属する当期純利益 22,357 26,720

（百万円）
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▍連結包括利益計算書

2018 2019

当期純利益 22,835 27,120

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 △ 2,029 △ 2,024

　繰延ヘッジ損益 － 7

　退職給付に係る調整額 △ 1,810 △ 785

その他の包括利益合計 △ 3,839 △ 2,801

包括利益 18,995 24,318

　（内訳） 

　　親会社株主に係る包括利益 18,896 23,736

　　非支配株主に係る包括利益 99 582

（百万円）
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企業情報・財務情報

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 46,750 58,611 △ 18,197 201,456 3,398 － △ 3,442 △ 44 11,578 212,991

当
期
変
動
額

新株の発行 23,500 23,500 47,000 47,000

資本金から
剰余金への

振替
△ 23,500 23,500  －  － 

剰余金の
配当 △ 2,813 △ 2,813 △ 2,813

親会社株主
に帰属する
当期純利益

22,357 22,357 22,357

自己株式の
取得 △ 47,603 △ 47,603 △ 47,603

自己株式の
処分 △ 0 0 0 0

組織再編に
伴う変動額  －  －  －  － 

自己株式の
消却 △ 47,596 47,596  －  － 

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）

△ 1,983  － △ 1,477 △ 3,461 △ 53 △ 3,515

当期変動額
合計  － △ 597 19,544 △ 5 18,940 △ 1,983  － △ 1,477 △ 3,461 △ 53 15,425

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

▍連結株主資本等変動計算書　前連結会計年度（2018年４月１日から2019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（2019年４月１日から2020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 46,153 78,155 △ 18,203 220,397 1,414 － △ 4,919 △ 3,505 11,524 228,417

当
期
変
動
額

新株の発行 － － － －

資本金から
剰余金への

振替
－ － － －

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

自己株式の
消却 － － － －

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



91

2018 2019

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 24,849 33,437
　減価償却費 90,172 75,463
　原子力発電施設解体費 4,328 4,307
　固定資産除却損 2,438 1,726
　退職給付に係る負債の増減額 △ 2,220 1,170
　受取利息及び受取配当金 △ 833 △ 750
　支払利息　 11,907 11,194
　受取手形及び売掛金の増減額 △ 8,929 △ 12,362
　たな卸資産の増減額 △ 898 5,923
　支払手形及び買掛金の増減額 1,658 1,780
　その他 5,105 △ 3,446
　小　計 127,576 118,445
　利息及び配当金の受取額 835 731
　利息の支払額 △ 12,467 △ 11,302
　法人税等の支払額 △ 2,135 △ 5,186
　営業活動によるキャッシュ・フロー 113,808 102,686
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 △ 128,525 △ 128,463
　工事負担金等受入による収入 3,614 6,730
　投融資による支出 △ 3,204 △ 5,707
　投融資の回収による収入　 712 548
　その他 471 146
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 126,932 △ 126,745
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 119,609 49,838
　社債の償還による支出 △ 141,900 △ 80,000
　長期借入れによる収入 65,900 129,100
　長期借入金の返済による支出 △ 69,208 △ 95,906
　短期借入れによる収入 172,854 161,724
　短期借入金の返済による支出 △ 173,713 △ 168,661
　コマーシャル・ペーパーの発行による収入 60,000 200,000
　コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △ 60,000 △ 180,000
　株式の発行による収入 46,785 −
　自己株式の取得による支出 △ 47,603 △ 4
　配当金の支払額 △ 2,807 △ 5,176
　その他 △ 1,155 △ 1,091
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 31,238 9,823
現金及び現金同等物の増減額 △ 44,361 △ 14,235
現金及び現金同等物の期首残高 116,087 71,725
現金及び現金同等物の期末残高 71,725 57,490

▍連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）

企業情報・財務情報
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2018 2019

電気事業

　外部顧客への売上高 719,642 712,670

　セグメント間の内部売上高又は振替高 1,146 1,108

　　売上高　計 720,788 713,778

　セグメント利益 37,543 36,609

　セグメント資産 1,894,213 1,898,186

　減価償却費 84,719 69,267

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 106,830 86,617

その他

　外部顧客への売上高 32,596 35,798

　セグメント間の内部売上高又は振替高 89,959 97,597

　　売上高　計 122,556 133,395

　セグメント利益 4,454 6,210

　セグメント資産 122,471 119,207

　減価償却費 6,340 6,689

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 7,167 6,941

調整額

　外部顧客への売上高 － −

　セグメント間の内部売上高又は振替高 △ 91,105 △ 98,705

　　売上高　計 △ 91,105 △ 98,705

　セグメント利益 220 △ 404

　セグメント資産 △ 61,703 △ 58,333

　減価償却費 △ 887 △ 493

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 △ 662 △ 613

連結財務諸表計上額

　外部顧客への売上高 752,238 748,468

　セグメント間の内部売上高又は振替高 － −

　　売上高　計 752,238 748,468

　セグメント利益 42,217 42,415

　セグメント資産 1,954,981 1,959,060

　減価償却費 90,172 75,463

　有形固定資産及び無形固定資産の増加額 113,334 92,945

（百万円）
▍セグメント情報
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概要（2020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 1,890,825百万円

●小売販売電力量 低圧 11,169百万kWh

高圧/特別高圧 12,532百万kWh

合計 23,701百万kWh

●ホームページアドレス https://www.hepco.co.jp/

株式情報（2020年3月31日現在）

●株主数 普通株式 77,681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（2020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） 14,940 7.27％

株式会社北洋銀行 10,215 4.97％

日本生命保険相互会社 7,231 3.52％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 5,791 2.82％

北海道電力従業員持株会 4,627 2.25％

株式会社みずほ銀行 4,226 2.06％

株式会社北海道銀行 4,131 2.01％

明治安田生命保険相互会社 4,048 1.97％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口９） 3,922 1.91％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口５） 3,808 1.85％

（注）持株比率は、発行済株式総数から自己株式9,789,504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

41.2 

14.9 
6.7

37.1 

（年 /月末）
2020/32019/32018/32017/32016/3
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（％）

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
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36.0
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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

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 （2020年6月30日現在）



礼文

沓形

清川

焼尻

仁宇布川

朱鞠内
雨竜

愛別 安足間

滝の上
濁川

湧別川
瀬戸瀬

下津別
秋の川

津別

上飽別
飽別
徹別
蘇牛

音別

本別太陽の丘

ワインの里池田
奥沙流
奥新冠
新冠

下新冠 東の沢
高見

春別
双川

日高
岩知志
二風谷

苫小牧 岩清水

藻岩
豊平峡 藻岩浄水場

砥山
小樽内

比羅夫 定山渓
蘭越 寒別
昆布

虻田 洞爺

豊浦 壮瞥

ピリカ

森
磯谷川第二
磯谷川第一
七飯

知内

相沼内

新北海道本州間
連系設備（新北本）

北海道・本州間
電力連系設備

大野

伊達

久保内

泊

京極

苫東厚真

共発

静内

右左府

上川
真勲別
層雲峡
ユコマンベツ
大雪

芦別 新忠別
忠別川

志比内

砂川

京極名水
の郷

奈井江

石狩湾新港
京極3号機（建設中） 野花南

滝里
金山

富村
十勝

上岩松
新岩松

鴛泊

江卸
然別第二

然別第一

奥尻
ホヤ石川

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

主な供給設備 （2020年4月1日現在）
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ほくでんグループの主な供給設備



HEPCO Group Report 2020 96

「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、安定供給の一翼を担います。

▍2020年度電源開発計画（北海道電力）

▍2020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 2030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 2026年12月

石狩湾新港3号機（LNG火力） 56.94 2027年3月 2030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 2022年2月

虻田（水力） 2.079（+0.129） 2018年9月 2023年4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 8,364MW

北海道電力ネットワーク流通設備
・送 電 線 亘 長： 8,457km

支 持 物 数： 45,611基

・変 電 所： 373ヵ所 23,312MVA

・配 電 線 亘 長： 68,321km

支 持 物 数： 1,484,189基

北海道電力ネットワーク発電設備
水 力 発 電 所 ： 3ヵ所 0.3MW

火 力 発 電 所 ： 4ヵ所 17MW

内　　訳

内 燃 力： 4ヵ所 17MW



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