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　東北電力はこれまで、ＣＳＲはすべての事業活動の基盤をな
すものと認識し、ＣＳＲ活動方針のもと、企業倫理・法令遵守、
環境への配慮を徹底するとともに、地域の持続的な発展に貢
献できるよう、地域協調や地域活性化支援などにも積極的に
取り組んできました。
　一方、電力小売全面自由化に伴う競争の激化に加え、
２０２０年４月に予定されている送配電部門の法的分離など、
電気事業を取り巻く環境が大きく変化する中、ステークホル

ダーの皆さまから一層のご信頼をいただきながら、地域とと
もに成長を果たしていくためには、これまで以上に、東北電
力グループが一体となってＣＳＲを推進していくことが重要と
考えています。
　こうしたことを踏まえ、東北電力グループ一体でのＣＳＲ推
進を一層強化していくため、2017 年 1 月に「東北電力ＣＳＲ
活動方針」をグループ大に拡大した「東北電力グループＣＳＲ
方針」を策定しました。

　東北電力グループの考える CSR は、経営理念である「地域社会との共栄」と「創造的経営の推進」に基づき、エネルギーを中心とし
たサービスの提供をはじめとする事業活動の成長と、地域や社会が直面する課題の解決に、企業グループ一体で取り組み、社会と企業グ
ループの持続的な発展を目指していくことと位置付けています。 
　これを実現するため、東北電力グループは、「東北電力グループ行動指針」のもと、事業活動のバリューチェーンを強力に支えるグルー
プ各社の特長を活かしながら、一丸となった取り組みで総合力を発揮し、誠実で公正な事業活動を行うとともに、大切なステークホルダー
の皆さまのご期待に応え、企業としての社会的責任を果たしてまいります。
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お客さまからの多様なニーズにお応えし、お客さまに選択
いただける低廉なエネルギーやサービスを安定的に提供
し、お客さま満足のさらなる向上を目指します。

従業員ひとりひとりが絶え間ないコミュニケー
ションを通じて地域と協調を図り、信頼関係を
構築していきます。また、地域に根ざした取り
組みや地域の方々との協働により、地域の活性
化に貢献していきます。

情報開示の充実とコーポレート・ガバナンスの
強化により、経営の透明性を高めるとともに、
株主・投資家の皆さまとのコミュニケーション
を進め、企業価値の向上に努めます。

多様な人材のそれぞれの個性を尊重し、能力や意
欲を最大限発揮でき、働きがいや働きやすさを実感
できる職場づくりと人材育成を進め、従業員の豊か
で健康的なライフデザインの構築に貢献します。

公正・公平な取引を通じて、お取引先の皆さ
まと良好な信頼関係を築くとともに、取引の
透明性を高め、社会からの信頼感の醸成に向
けて取り組んでまいります。
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　　　　　環境

企
業倫理・法令遵

守

従業員ひとりひとりの日々の業務

経営理念

東北電力グループ中期経営方針

東北電力グループ　CSR方針
東北電力グループ　行動指針

東北電力グループ
各社　中期経営計画

東北電力
各事業・部門　中期計画

東北電力グループCSR方針

　東北電力グループは、安全の確保、環境への配慮、企業倫理・法令遵守を基盤に、お客さま、地域、株主・投資家、お取引先、従業
員の 5 つを重要なステークホルダーと認識し、双方向のコミュニケーションを通じた多様な活動の継続とステップアップにより、グループ
各社が一丸となって、CSR を推進していきます。
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東北電力グループ行動指針（1）

安全確保を最優先に、お客さまに信頼され満足していただける生活や事業活動を支える低廉なエネルギーの安定供給や、
お客さまのご期待に応えるサービス等の提供を行っていきます。

すべての事業活動において、関係する法令と法の精神の遵守を徹底することはもとより、常に企業倫理を徹底します。

地域の方々に事業活動を支えていただいているとの基本的な認識にたち、地域社会の一員として、地域との協調と地域社
会の発展に貢献していきます。 

企業グループの事業活動が環境問題と深く係っているとの認識にたち、地域の環境保全と地球環境問題に積極的に取り組
みます。

社会の方々との幅広く円滑なコミュニケーションと情報開示を行い、透明性の高い開かれた事業活動を推進します。

従業員ひとりひとりの人格、個性を尊重し、お互いに連携し、自由活発な意見が交わされる風通しの良い活力ある企業風土
づくりを推進します。

1. 安全確保を最優先にエネルギーの安定供給、サービス等の提供

2. 企業倫理・法令遵守の徹底

3. 地域との協調と地域社会への貢献

4. 環境への配慮

5. 透明な事業活動の推進 

6. 個人の尊重と風通しの良い活力ある企業風土づくり

　当社では、「東北電力グループＣＳＲ方針」とともに、社員一人ひとりの行動規範を示した「東北電力グループ行動指針」
を策定しております。

　私たちは、「地域社会との共栄」「創造的経営の推進」の
経営理念のもと、安全確保を最優先に、お客さまに喜んでい
ただけるエネルギーサービスの提供を始めとして、私たちの
使命および企業の社会的責任（ＣＳＲ）を着実に果たし、企業
価値を高めていくことにより、お客さま、地域の方々、株主・
投資家の皆さま、お取引先の方々などから信頼され選択さ
れる企業を目指します。そのためにも、従業員ひとりひとり
が、事業活動の基盤は社会との信頼にあることを強く自覚し、

企業倫理・法令遵守に対するしっかりした認識・知識を持ち、
揺るぎない倫理感をもって、業務を遂行していきます。また、
不適切な事象を発生させない、見過ごさない、適切な情報
公開を行う、という企業風土を作っていくことを従業員全員
で再確認し、お客さま、地域の方々、株主・投資家の皆さま、
お取引先の方々、従業員などとの強い信頼関係を築き上げ
ていきます。このような認識にたち、以下の「行動原則」お
よび「行動指針」にしたがって行動します。 

行動原則
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東北電力グループ行動指針（2）

■行動指針
１．安全確保を最優先にエネルギーの安定供給、サービス等の提供

（１）安全の確保
　・ 安全の確保はすべての事業活動において最優先事項であるとの認

識にたち、安全に関する法令等を遵守することはもとより、次の事
項について徹底していきます。

　・ 原子力をはじめとする企業グループが保有、運営する設備などにつ
いては、常に安全確保のために必要な対策を確実に実施します。

　・ 現場の作業手順・環境などについては、安全最優先を徹底し、公
衆および作業従事者の安全確保に努めます。

　・ 現場における重要な安全に関わる情報について、関係各者間での
共有と活用を図ります。

（２）お客さまの生活や事業活動を支える低廉なエネルギーの安定供給
　・ 公益事業を担う企業グループとして、その使命を自覚し、お客さま

から信頼され満足していただけるよう、お客さまの生活や事業活動
を支える低廉で環境に配慮したエネルギーの安定供給とサービス向
上に全力を尽くします。

（３）お客さまのご期待に応えるサービス等の提供
　・ 企業グループとして、さらに信頼いただけるよう、多様化するお客

さまのご要望に一層耳を傾け、お客さまのご期待に応えるサービス
の提供に全力を尽くします。

２．企業倫理・法令遵守の徹底
（１）法令の遵守
　 　企業グループの事業に関わる全ての法令と法の精神の遵守を徹底

します｡ 特に、次の事項について徹底していきます。
　・ 法令等に基づく手続きや記録・管理の取り扱い
　　 電気事業法をはじめとする関係法令に基づく許認可取得、届出およ

び報告等の手続きや、事業活動・業務に関するデータの適正な記録・
管理を確実に行います。

　・ 公正な取引の確保
　　 独占禁止法をはじめとする取引に関する法令等を遵守し、公正かつ

自由な競争を前提に取引を行います。
　・ 知的財産権の保護
　　 企業グループの知的財産権を保護・活用するとともに、他人の知

的財産権を尊重します。
　・ インサイダー取引の禁止
　　 会社の重要情報を知り得る立場にある役員および従業員が、その

情報の公表の前に、企業グループおよび他上場会社の株式等の取
引を行い、個人的な利益を得ることはしません。

　・ 個人情報の保護
　　 業務上必要とする個人情報（お客さま情報や株主情報など）につ

いては、利用目的を明示したうえで、適正な方法により収集します。
また、業務上知り得た個人情報については、漏洩などが起きないよ
う徹底した管理を行います。

　・ 情報管理の徹
　　 底在職中または退職後を問わず、業務遂行上知り得る情報で未公

表の会社経営に関する情報、お客さまに関する情報、株主・投資
家の皆さまに関する情報、取引先に関する情報、役員および従業
員に関する情報などについて、ソーシャルメディア等への投稿を含
め、開示、漏洩しません。

（２）企業倫理の徹底
　 　経営の進め方や業務の処理等の企業行動の決定にあたり、常に企

業倫理を徹底します。特に、次の事項について徹底していきます。
　・ 反社会的勢力に対する毅然とした対応
　　 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体に対して

は、毅然とした態度で対応します
　・ 政治・行政との健全な関係
　　 公益事業を担う企業として、法の精神、企業倫理を念頭に置き、政

治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます
　・ 国際社会との協調
　　 国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守は

もとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を
行います。

　・ 贈答と接待
　　 役員および従業員は、社会通念上常識の範囲を超える取引先から

の贈物および接待は受けません｡ 贈物をする場合および接待する
場合も同じです。

　・ 公私のけじめ
　　 公私の区別に留意して行動します。特に、就業時間内における私的

な行為、会社財産の私的目的での使用などは行いません。
　・ 業務外活動における誠実な行動
　　 私的な活動においても、社会常識および公益事業に携わる者として

の自覚に基づき、誠実に行動します｡ 特に、飲酒運転など、社会に
危険を及ぼし、会社の信用を失墜させるような行為は、絶対に行い
ません。

３．地域との協調と地域社会への貢献
（１）地域との協調
　 　地域社会の一員として、地域社会との協調・協力を図り、相互の理

解に基づく信頼関係を構築していきます。
（２）地域社会への貢献
　 　地域の活性化および地域文化の向上などのために継続的な活動を

行います｡
４．環境への配慮

（１）地球温暖化問題への取り組み
　 　事業活動から排出される温室効果ガスの抑制に努めるなど、地球温

暖化対策に積極的に取り組んでいきます。
（２）循環型社会形成への取り組み
　 　廃棄物の適正かつ確実な管理および処理を行うとともに、発生の抑

制、再使用、リサイクルを推進し、循環型社会の形成に貢献します。
（３）環境に関わるコミュニケーション
　 　環境保全活動について広く情報公開するとともに、地域社会の一員

として環境活動に積極的に取り組みます。
５．透明な事業活動の推進

（１）コミュニケーションの確保
　 　企業活動の遂行にあたって、お客さま、地域の方々、株主・投資

家の皆さま、お取引先の方々、従業員などと幅広く、円滑なコミュニ
ケーションを図っていきます。

（２）誠実な広報・広聴活動
　 　広報・広聴活動を行う場合、事実に基づき、誠実に対応します。ま

た、他者を誹謗したり、個人の尊厳を傷つけるような表現による広告
は行いません。

（３）情報の公開
　 　お客さま、地域の方々、株主・投資家の皆さま、お取引先の方々、

従業員などに対し自ら積極的に情報を公開します。
６．個人の尊重と風通しの良い活力ある企業風土づくり

（１）個人の尊重
　 　従業員ひとりひとりの人格、個性、および、プライバシーを尊重し

ます。企業グループが保有する従業員の個人情報は、法令上の要求
や、正当な業務上の必要性がない限り、本人の同意がなければ、開
示しません。

（２）性別等による差別の禁止
　 　従業員を性別・年齢・障がい・人種・国籍・出身地・思想・信条・

宗教等に基づく差別をしません。また、職場における暴力的行為、暴
言、性的嫌がらせ、その他これに類する行為を容認しません。

（３） 風通しの良い活力ある企業風土づくりと改善していく組織文化の醸
成

　 　社内外を問わず企業・部門・関係者間での連携を深め、職場で自
由活発に意見が交わされるとともに、多様な人材がそれぞれの個性と
能力を発揮し、新しいことに果敢に挑戦できる、風通しの良い活力あ
る企業風土づくりを推進します。不適切な事象が確認された場合は、
積極的に受け止めてそれを改善していく組織文化を醸成します。これ
により、適法性や倫理性が問われる事態が発生することを未然に防止
するよう努めます。

７．経営トップ、管理職の対応
（１）本指針の精神の徹底
　 　役員および管理職は、本指針を率先垂範するとともに、自らの役割

として本指針の精神の徹底に努めます。また、社内外の声を常時把
握するよう努め、企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。

（２）経営トップの責務
　 　本指針に反する重大な事態が発生した場合は、経営トップ自ら問題

解決に当たる姿勢を社内外に表明し、原因究明、再発防止を図ります。
また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権
限と責任を明確にし、自らを含めて厳正な処分を行います。
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東北電力グループ中期経営方針（2017〜2020年度）（1）

　東北電力グループは、｢東北の繁栄なくして当社の発展なし｣ との基本的な考え方のもと、豊かな暮らしに必要不
可欠な電気をお客さまにお届けし、地域とともに成長してまいりました。
　電力システム改革の進展などエネルギー事業を取り巻く環境は激動の只中にありますが、東北電力グループが、東
日本大震災からの復興の道半ばにある地域とともに持続的に成長していくための道しるべとして、2017 年 1 月に、
｢東北電力グループ中期経営方針 (2017 〜 2020 年度 )｣ を策定しました。
　本方針のもと、グループ一体となって、事業環境の変化を新たな事業機会と捉え、さらなる成長へ挑戦していくこ
とを通じて、お客さまや地域社会のご期待にお応えしてまいります。

■基本姿勢と3つの力点

【基本姿勢】

“変化をチャンスに さらなる成長へ挑戦する 東北電力グループ”

力点１　お客さま・地域社会の声にお応えする
力点２　成長に向けた新たな事業機会を追求する
力点３　変革実現により強固な経営基盤を確立する

■“３つの力点”に基づく施策展開
力点１　お客さま・地域社会の声にお応えする

（1） お客さまのニーズにお応えする 
提案活動

・ヒートポンプの普及拡大による電化推進とトータルエネルギーソリューションの拡充
・新料金プランやセットプランの開始、｢よりそう e ねっと｣ のサービス拡充

（2） 原子力発電所の安全性向上に 
向けた取り組み ・安全性向上に向けた自主的かつ継続的な取り組み

（3） 最適な電源構成による 
コスト競争力の強化 ・能代 3 号、上越 1 号の開発と経年火力のリプレースや休廃止の検討

（4） 低炭素社会の実現 ・CO2 排出削減に向けた需給両面からの取り組みと熱効率向上の追求

（5） 送配電事業における 
安定供給と効率化 ・安定供給の確保と新技術の採用等による効率化の推進

（6） 地域の復興・発展への貢献 ・｢東北・新潟の活性化応援プログラム｣ などの創設

力点２　成長に向けた新たな事業機会を追求する
（1） 東北・新潟域外での電力販売 ・卸売も含む域外での電力販売

（2） 海外事業の拡大 ・北・中米および東南アジアにおける発電事業の拡大

（3） ガス事業の強化 ・ガス販路拡大と電気とのトータルエネルギーソリューションの拡充

（4） 電力・燃料の 
トレーディング事業の展開 ・トレーディング新会社の設立検討

（5） 再生可能エネルギー事業の推進 ・水力や地熱、大型風力発電の開発推進、水素の利活用による普及拡大

（6） 将来の事業領域拡大に向けた 
イノベーションの追求 ・IoT イノベーション推進体制整備とオープンイノベーション活用検討

力点３　変革実現により強固な経営基盤を確立する

（1） 財務体質のさらなる改善 ・財務目標 [ 自己資本比率（連結）を 2020 年度までに 25% 以上（将来的には 30％）］
の達成

（2） 競争に立ち向かう組織への変革 ・送配電部門の分社化と分社化に先行したカンパニー制の導入

（3） 多様な人材の活躍推進 ・専門スキルを持った人材等の獲得・育成と多様な人材の活用推進

（4） CSR の着実な取り組み ・｢東北電力グループ CSR 方針｣ と ｢東北電力グループ行動指針｣ の策定
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東北電力グループ中期経営方針（2017〜2020年度）（2）

■成長ストーリー
（1）財務目標と成長の達成
　・ 本方針では、ターゲット期間を「成長に向けた変革期」と位置づけ、「2020 年度までに自己資本比率（連結）を 25％以上（将

来的には 30％）」とする財務目標の確実な達成とともに、将来の成長に向けた事業展開や投資を通じて、一層の企業価値の
向上に努めてまいります。

（2）成長に向けた定量目標の設定
　・ 電気事業、海外事業、ガス事業について定量目標を掲げました。電力需要が伸び悩む中、域内・域外（卸売含む）全体での

販売電力量拡大に努めるとともに、海外・ガスの両事業においても収益力の強化を図ってまいります。

企
業
価
値

東日本大震災

自己資本比率（連結）

設備復旧・供給力回復

2017年度 2020年度

財務目標：自己資本比率（連結）

2030年度

財務体質回復を最優先 成長に向けた施策展開加速

復旧期
（～2013年度）

経営基盤回復期
（～2016年度）

成長に向けた変革期
（2017～2020年度）

さらなる
成長へ

22.8％
（2009年度）

15.2％
（2015年度）

25％以上
（将来的には30％）

11.3％
（2012年度）

（2015年度実績）

751億kWh

20万kW

＋35億kWh＋35億kWh

60万kW60万kW

＋150億kWh＋150億kWh

120万kW120万kW

参考：域内販売電力量

2020年度 2030年度

販売電力量
（域外・卸売を含んだ増分）

海外発電事業
持分出力

34万t 45万t45万t 60万t60万t販売ガス量

ターゲット期間

企
業
価
値

東日本大震災

自己資本比率（連結）

設備復旧・供給力回復

2017年度 2020年度

財務目標：自己資本比率（連結）

2030年度

財務体質回復を最優先 成長に向けた施策展開加速

復旧期
（～2013年度）

経営基盤回復期
（～2016年度）

成長に向けた変革期
（2017～2020年度）

さらなる
成長へ

22.8％
（2009年度）

15.2％
（2015年度）

25％以上
（将来的には30％）

11.3％
（2012年度）

（2015年度実績）

751億kWh

20万kW

＋35億kWh＋35億kWh

60万kW60万kW

＋150億kWh＋150億kWh

120万kW120万kW

参考：域内販売電力量

2020年度 2030年度

販売電力量
（域外・卸売を含んだ増分）

海外発電事業
持分出力

34万t 45万t45万t 60万t60万t販売ガス量

ターゲット期間
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東北電力グループとステークホルダーとの関わり

　東北電力グループは、さまざまなステークホルダーの皆さまとの双方向のコミュニケーションを通じた多様な活動
の継続とステップアップにより、グループ各社が一丸となって、ＣＳＲを推進していきます。 

ステークホルダー 主な対話機会・コミュニケーションツール

お客さま

東北電力グループは東北
６県と新潟県を中心と
して事業を展開していま
す。お客さまは事業ごと
に異なりますが、主要事
業である電気事業は、一
般のご家庭から大口の工
場まで、幅広いお客さま
とご契約させていただい
ております。

・コールセンターや営業所での、各種お申し出やご意見・お問い合わせの受付
・エネルギーソリューションサービスのご提案など、日常の営業活動
・Ｗｅｂサイトでの省エネに役立つ情報発信
・ＣＳＲアンケート
・発電所などの施設見学会
・発電所周辺のお客さまとのコミュニケーション
  （全戸訪問）

地　域

東北電力グループは東北
６県と新潟県をフランチ
ャイズに事業を営ませて
いただいており、それぞ
れのコミュニティの一員
として、活動しています。

・地域協調の取り組み
・次世代層、子育て層支援の
  取り組み
・地域活性化の取り組み
・国際協力の取り組み

株主・
投資家

東北電力㈱の株主数は
181,989 人です。主に
国内外の機関投資家や金
融機関、個人投資家の皆
さまに保有いただいてお
ります。

・株主総会
・投資家向け説明会
・アニュアルレポートや事業報告書
・株主・投資家向けＷｅｂサイト
・機関投資家訪問
・施設見学会

お取引先

東北電力㈱は東北 6 県
と新潟県をはじめ、広く
国内外のお取引先の皆さ
まと取引を行っておりま
す。

・基準や方針などの開示による公平な取引機会の提供
・日常の調達活動
・取引先説明会
・取引先への調査
・取引先との対話活動
・研修会や安全パトロール

従業員

東北電力グループで働く
従業員数は 24,567 名で
す（連結対象の正規従業
員数）。
従業員の大半は、東北６
県と新潟県に居住してい
ます。

・経営層による事業所訪問
・ダイバーシティ関連セミナー
・上長との定期的な対話
・労働組合との協議
・相談窓口（コンプライアンス等）
・双方向の社内イントラネット
・社内広報誌

コールセンターでのお客さま対応

中学生作文コンクール 地域のお祭りなどへの参加

アナリストを対象にした施設見学会

お取引先対応

経営層による事業所訪問社内広報誌
「BRIDGE」



16

Tohoku Electric Power Group   CSR Report 2017

企業グループ各社におけるＣＳＲの取り組み

　東北電力企業グループ各社においても、地域協調の取り組みや社会貢献活動を数多く行っています。

■㈱ユアテック
　　「みやぎクラフトマン21事業」への支援

■東北緑化環境保全㈱
　　広瀬川流域一斉清掃（広瀬川１万人プロジェクト）

■東北電機製造㈱
　　読書通帳の寄贈

■酒田共同火力発電㈱
　　酒田まつり山車・みこしパレードへの参加

■東北発電工業㈱
　　「とうはつの森」植樹活動

■北日本電線㈱
　　北日本電線スクールコンサート

■東北インテリジェント通信㈱
　　ｅ－ネットキャラバンへの講師派遣

■東北ポートサービス㈱
　　全国植樹祭用苗木のホームステイ

　「みやぎクラフトマン２１事業」は、高
校生の技術力向上やものづくり産業へ
の理解促進、また地域産業を支える人
材の育成を目的として、平成 19 年か
ら宮城県が進めている教育事業です。
　㈱ユアテックでは、毎年多数の高校
生を受け入れ、電気技術者としての基
礎的な知識や技能を習得してもらえる
よう、各種実習、体感・体験、見学等を
通じた事業のサポートを行っています。

　「広瀬川１万人プロジェクト」は、杜の都・
仙台のシンボルである広瀬川の自然環境
を守り、多くの市民が親しめる広瀬川とす
るため、広瀬川 1 万人プロジェクト実行
委員会が中心となって活動しているもの
です。
　東北緑化環境保全㈱では、多くの市民
の皆さまが自然環境豊かな広瀬川に親し
むことができる環境づくりに少しでも貢献
できるよう、本活動に毎年参加しています。

　東北電機製造㈱では、2016 年
3 月に宮城県多賀城市にオープンし
た市立図書館に「読書通帳」を贈
呈しました。本取り組みは、通帳の
ページに本を読んだ履歴を記載す
ることで子どもの読書意欲を高めよ
うというもので、「本社が所在して
いる多賀城市の子どもたちの成長
のお役にたちたい」という思いから
7,000 冊を寄贈しました。

　酒田共同火力発電㈱では、地
域とのコミュニケーションの一環
として、毎年 5 月に山形県酒田
市で開催される「酒田まつり山車・
みこしパレード」に参加していま
す。
　祭りでは、北前船をモチーフと
した「共火みこし」と「セイヤー！
セイヤー！」という威勢のいい掛け
声で、雰囲気を盛り上げています。

　東北発電工業㈱では、宮城県利府
町にある「とうはつの森」と名づけら
れた約 1.6ha の土地で植樹を中心と
した環境活動を行っています。本活動
は平成 21 年から実施しており、これ
までに、エドヒガンやヤマボウシ、クヌ
ギ、オニグルミなど野鳥や小動物が好
む木の実を付ける広葉樹やイロハモミ
ジ、ケヤキなど新緑や紅葉が美しい広
葉樹など約 800 本を植樹しました。

　北日本電線㈱では、宮城県仙台
市を本拠地とする「仙台フィルハー
モニー管弦楽団」の弦楽四重奏の
コンサートを毎年開催しています。
　本コンサートは、製造拠点が２カ
所立地している宮城県柴田町の２つ
の小学校を対象に開催しているもの
で、地域の皆さまにプロの音楽家に
よる演奏を体験していただきたいと
いう思いから行っているものです。

　「ｅ－ネットキャラバン」は、インターネッ
トの安心・安全利用に関する啓発活動を
児童・生徒や保護者などを対象に実施し
ているもので、総務省や文部科学省、民
間のボランティア講師派遣企業等で構成
される協議会が運営しています。東北イ
ンテリジェント通信㈱では、毎年、社員
をボランティア講師として学校等に派遣
し、地域におけるインターネットに関わる
トラブルの未然防止に協力しています。

　「苗木のホームステイ」とは、
平成 30 年に福島県南相馬市で
開催される「第 69 回全国植樹
祭」で使用する苗木のうち、約
12,000 本を福島県内の家庭や
企業で育てるという取り組みで
す。東北ポートサービス㈱原町
営業所では、本取り組みに協力
し、30 本の苗木を大切に育て
ています。
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　当社では、お客さまが抱く当社の諸活動や CSR への取り組
みに対する評価および昨今のエネルギー情勢に関する意識を
把握することで、今後の事業活動や地域社会とのコミュニケー
ション手法を考える際の指針とすることを目的に、「東北電力
の企業活動および CSR の取り組みに関するアンケート調査」
を実施しています。

　ここでは、２０１6 年に実施した調査を通じて把握した当社
活動に対する評価の一例をご報告します。

　「停電の少ない電力供給」、「地震などの大規模災害におけ
る復旧作業」といった電気の安定供給に向けた取り組みにつ

いては、半数以上のお客さまから肯定的評価をいただいてい
ます。

　当社では、低炭素社会の実現に向け、CO2 などの温室効果
ガスの削減に努めているほか、太陽光・風力・地熱・水力発
電といった再生可能エネルギーの導入拡大に努めています。

　今後とも、地球温暖化防止に向けた取り組みを行うととも
に、お客さまの省エネ支援や、環境・エネルギー問題をテーマ
とした教育支援活動に取り組んでいきます。

地域の皆さまからの評価・ご要望を把握する仕組み（1）
「東北電力の企業活動およびCSRの取り組みに関するアンケート調査」

企業活動およびCSRの取り組みに関するアンケート調査（web調査）

■調査実施日：2016 年 9 月 30 日～ 10 月 11 日
■調 査 対 象： 東北 6 県および新潟県に在住する 

男女個人 2,461 人

電気の安定供給などに向けた取り組みへの評価

環境に関する取り組みへの評価

そう思う そう思わないわからない

（％）0 20 40 60 80 100

太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーの
開発、普及に積極的である

事業活動において発生するCO2などの温室効果ガスの
削減に努めている

環境やエネルギー問題をテーマにした教育支援活動に
積極的に取り組んでいる

大気・水質汚染対策など地域環境の保全に努めている

27.8 38.1 34.0

28.0 38.0 34.0

28.6 35.5 35.9

27.7 38.3 34.0

※四捨五入の関係で、合計値が100にならない場合があります

（％）0 20 40 60 80 100

51.8 25.5 22.7

50.7 25.5 23.8

停電の少ない電力の供給に努めている

地震などの大規模災害時における復旧作業に最大限努力している

そう思う そう思わないわからない

28.4 33.2 38.4原子力の安全性向上に向け積極的に取り組んでいる

※四捨五入の関係で、合計値が100にならない場合があります

CSRの取り組みの現状に対して、地域に
在住する一般個人のお客さまから
いただいている評価をご報告します
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地域の皆さまからの評価・ご要望を把握する仕組み（2）
「東北電力の企業活動およびCSRの取り組みに関するアンケート調査」

　当社では、お客さまサービス向上に努めるとともに、プレ
ス発表やホームページなどを通じた各種情報提供を、積極的
に行っています。

　今後も、多様なお客さまのニーズにお応えできるよう努力
するとともに、迅速かつ的確な情報発信を行うことを通じて、
お客さまの満足度向上を図っていくことが必要であると考え
ています。

お客さまに対するサービス、情報発信への評価

お客さまからの苦情・要望などに対して迅速・的確に対応している

お客さまや取引先などとの業務遂行において
公正なルールを遵守している

社会環境の変化に迅速に対応している

そう思う そう思わないわからない

（％）0 20 40 60 80 100

30.8 38.2 31.0

34.2 33.1 32.7

33.0 35.6 31.4

お客さまの声を広く聞き取る努力をしている

自社にとって都合の悪い内容でも積極的に情報公開している

事業活動、業績、組織体制、環境対策などの
経営情報を積極的に公開している

19.1 35.6 45.3

29.9 34.8 35.3

28.5 36.7 34.8

45.9 27.2 26.9停電や事故が発生した際、原因、復旧状況などを
迅速・適切に情報提供している

※四捨五入の関係で、合計値が100にならない場合があります

　「地域社会との共栄」を経営理念に掲げる当社は、地域の
皆さまとの密接なコミュニケーションが重要と考え、各支店・
各営業所が中心となって、地域に密着したコミュニケーション

活動を行っています。
　今後も、地域社会の一員としての責任と役割を果たし、地
域の皆さまとの相互信頼関係を深められるよう努めていきま
す。

　地域のお客さまによる当社企業活動への評価は、東日本大
震災を契機として大幅に数値を落としましたが、震災から６年
半が経過し、肯定的評価は年々回復してきていると認識して
います。
　具体的には、「環境に関する取り組みへの評価」、「お客さま
に対するサービス、情報発信への評価」、「社会貢献への取り
組みに対する評価」のすべての項目において、３年連続で前
年度以上の評価が得られてきています。こうした評価につい
ては、ホームページやプレス発表による情報発信のみならず、

社員がコーポレートスローガン「より、そう、ちから。」を具
現化するべく、地域の方々、お客さまをはじめとするステーク
ホルダーの皆さまと真摯に向き合い行動してきたことによるも
の、と受け止めています。
　一方で、依然として、当社企業活動について、「わからない」
とする評価が肯定的評価を上回る項目もあります。今後は、
2016 年 4 月から展開している「東北電力グループＣＳＲ方針」、

「東北電力グループ行動指針」に基づき、ステークホルダー
の皆さまと双方向のコミュニケーションを通じた多様な活動の
継続とステップアップにより、ＣＳＲ活動に取り組んでいきます。

社会貢献への取り組みに対する評価

総　括

（％）0 20 40 60 80 100

28.0 38.4 33.6

28.0 38.9 33.1

28.4 38.5 33.1

スポーツや芸術・文化活動への支援活動に積極的に取り組んでいる

地域活性化支援に積極的に取り組んでいる

次代を担う子どもたちへの支援活動に積極的に取り組んでいる

そう思う そう思わないわからない

※四捨五入の関係で、合計値が100にならない場合があります


