
環境の保全・
リサイクル

太陽光

ビジネス支援

ガス事業

火力・原子力発電所

風　力

水　力
再生可能

エネルギー

送電線設備

生活支援

建設工事

配電線設備

電力流通設備
全般

変電所

地　熱

6 送電線の巡視・点検や物資輸送

8 送電線設備の工事施工・保守点検

生活・ビジネス支援全般

8 法面などの緑化工事

18 消波ブロック製造

3 燃料の荷役業務

23、26、27 火力発電

18 くい打ち

22 電力量計製造

15 電線ケーブル製造

24、25、28 水力発電

29～37 太陽光発電
24 風力発電

どなーギルネエ能可生再   5
の計画・調査・設計

16 電線ケーブル用ドラム製造

41 情報システム構築

45 旅行代理店

45 寮の運営管理

54 電力小売

43 各種リース

42 通信サービス

の備設力電   4
用地取得・管理

備設生衛調空・線配内屋   31～9
の工事施工・保守点検

守保・転運の等備設電変受   04
受託サービス

・化動自用業産   51
省力化装置製造

ナテンコ・場車駐   4
ボックスの運営

・造製の水料飲涼清   94
販売（宅配）

・出送・化気・蔵貯のGNL   83
気化ガスの販売

51 火力発電所から発生する
 石膏の有効活用

、事工設建、計設の備設電発   2
検査、メンテナンス

善改ネエ省   04
コンサルティング

命生・険保害損   34
保険代理店

1、14 配電設備の構築

4 配電設備の設計・保守保安

21 配電盤製造

18 各種ポール製造

44 電化リース

48 建設用機械等のリース・レンタル

43 建物の点検・修繕・耐震診断・補強工事

44 家庭用電気器具類の販売・修理

21 配電機器製造

19 電柱輸送

24 地熱発電

52 排煙脱硫用炭酸カルシウムの製造

18 電柱製造

20 配電線自動化装置製造

1 電力流通設備の構築

17 配電線用高圧碍子製造

ーギルネエ能可生再   1
関連設備工事

44 省エネコンサルティング

44 コンビニ・カフェの運営

43、45 不動産賃貸

1 各種建築物の設備工事全般

5 地域開発・建物などの計画・調査・設計

7 調査計測・解析

46 施設管理

15 融雪装置の製造・販売50 緑化工事

50 環境調査

39 ＬＮＧの販売

53 伐採木のリサイクル

50 測定分析
4 電柱広告

46 交通誘導警備

　電気事業関連設備の建設・保守
 1 株式会社 ユアテック
 2 東北発電工業 株式会社
 3 東北ポートサービス 株式会社
 4 東北送配電サービス 株式会社
 5 株式会社 東北開発コンサルタント
 6 東北エアサービス 株式会社
 7 株式会社 東日本テクノサーベイ
 8 株式会社 ユートス
 9 株式会社 ユアテックサービス
 10 株式会社 テクス宮城
 11 株式会社 テクス福島
 12 宮城電設 株式会社
 13 株式会社 大雄電工

14  
▪株式会社 ユアテック関東サービス

株式会社 ユアテック配電テクノ

電気事業関連機器の製造
 15 北日本電線 株式会社
 16 北日本電線サービス 株式会社
 17 会津碍子 株式会社
 18 東北ポール 株式会社
 19 東北ポール運送 株式会社
 20 通研電気工業 株式会社
 21 東北電機製造 株式会社
 22 東北計器工業 株式会社
発　電

 23 常磐共同火力 株式会社
 24 東北自然エネルギー 株式会社

 25 荒川水力電気 株式会社
 26 酒田共同火力発電 株式会社
 27 相馬共同火力発電 株式会社
 28 株式会社 アクアパワー東北
 29 ソーラーパワー久慈 株式会社
 30 ソーラーパワー鯵ヶ沢 株式会社
 31 ソーラーパワー白石 株式会社
 32 ソーラーパワー久慈枝成沢 株式会社
 33 ソーラーパワー石巻雄勝 株式会社
 34 ソーラーパワー宮城 株式会社
 35 福島発電 株式会社
 36 株式会社 ユアソーラー富谷
 37 株式会社 ユアソーラー保原

▪あぶくま南風力発電 合同会社

ガス事業・エネルギーソリューション
 38 日本海エル・エヌ・ジー 株式会社
 39 東北天然ガス 株式会社
 40 東北エネルギーサービス 株式会社
情報通信 

 41 東北インフォメーション・システムズ 株式会社
 42 東北インテリジェント通信 株式会社

生活・ビジネス支援
 43 東日本興業 株式会社
 44 株式会社 Ｅライフ・パートナーズ
 45 株式会社 エルタス東北
 46 株式会社 トークス
 47 ＴＤＧビジネスサポート 株式会社

 48 株式会社 ニューリース
 49 株式会社 アクアクララ東北

▪東北電力フレンドリー・パートナーズ株式会社
環境の保全・リサイクル

 50 東北緑化環境保全 株式会社
 51 能代吉野石膏 株式会社
 52 東北エコ・テクノ 株式会社
 53 グリーンリサイクル 株式会社

▪東北電力 株式会社

▪東北電力エナジートレーディング株式会社
▪株式会社 東急パワーサプライ

 54 株式会社 シナジアパワー

電気事業
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東北電力グループの事業活動の概要
身近なところで、地域によりそう、東北電力グループです。
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グループ会社の取り組み

■能代火力発電所３号機の建設 ■関東圏の施工体制強化 ■関東圏の電力販売拡大 ■顧客満足度№１の獲得 ■働きやすさに配慮した営業所の竣工
　東北発電工業㈱は、2020 年 6 月に営業運転開始を予定し
ている東北電力㈱能代火力発電所 3 号機の建設工事におい
て、主にメーカー施工体制のもとで、安全確保を最優先にター
ビン・ボイラー設備の建設に携わっています。
　建設から携わることで、機器の構造・配置や系統などを事
前に把握し、営業運転開始後のスムーズなメンテナンスに繋
げていくことが可能となります。　　
　さらに、同社では関東圏の一般販路拡大に向けて、2018
年 3 月に東京支店の体制強化を図っています。今後も多様な
設備メンテナンス工事に果敢に挑戦していくことで、技術基盤
の強化に努めていきます。

　㈱ユアテックは、東日本エリアに 80 カ所の事業所を持つ
地域密着型企業で、2017 年 4 月に、関東圏における電気、
空調管設備工事の施工体制の強化を図るため、埼玉県川口市
に「株式会社ユアテック関東サービス」を設立しました。
　㈱ユアテック関東サービスは、関東圏における関係会社とし
て㈱ユアテックが初めて設立したものであり、関東一円におい
て、これまで同社が手掛けた大型商業施設やオフィスビルな
どの保守・メンテナンスを専門に行います。新会社では、関
東圏のお客さまの様々なニーズにお応えし、さらなるお客さ
まサービスの向上に努めていきます。

　㈱シナジアパワーは、東京ガス㈱と共
同で 2015 年 10 月に設立し、両社の事
業ノウハウと競争力のある電源、販売チャ
ネルなどの強みを活かしながら、北関東
エリアを中心とした関東圏の高圧・特別
高圧のお客さま向けに電力販売の営業活
動に取り組んでいます。　
　今後も、お客さまのエネルギーコスト
削減につながる提案活動の実施などによ
り、さらなる電力販売の拡大に向けて鋭
意取り組んでいきます。  

　東北インテリジェント通信㈱（トークネッ
ト）は、日経ＢＰ社発行の専門誌「日経
ＢＰガバメントテクノロジー　2018 年秋
号」にて発表された「自治体ＩＴシステム
満足度調査 2018-2019」の「ネットワー
クサービス（有線型）部門」において、
第１位を獲得しました。これは、前年に引
き続き 3 年連続、通算 6 回目の受賞と
なります。
　今後もさらなるお客さま満足度の向上
を目指して、ネットワークのさらなる信頼
性の向上やソリューション提案力強化な
どの取り組みを全社的に継続して展開し
ていきます。

　東日本興業㈱が設計・建築を行った東
北電力㈱糸魚川営業所が、2017 年 5
月に竣工となりました。営業所の社屋は、
建設から 50 年近くが経過し、老朽化が
進んでいました。
　新社屋はフリーアドレスの採用や、各
室の位置や動線などに気を配るなど、働
きやすい環境となるように工夫しました。
また、災害時に事業継続を図るための対
策や省エネルギーの観点についても設計
に反映しました。

日本海エル・エヌ・ジー㈱
　ＬＮＧ貯蔵タンク

北日本電線㈱
　電線ケーブル

東北天然ガス㈱
　ガスパイプライン専用橋

東北インフォメーション・
　システムズ㈱（トインクス）

〇っとＰＣサービス

（完成予想図）

東北自然エネルギー㈱
　松川地熱発電所

東北計器工業㈱
　スマートメーターの生産

東北エネルギーサービス㈱
宮城県立こども病院 (ESCO 事業 )

㈱エルタス東北
　寮の運営管理

（他 15 社） （他 14 社） （他 1 社） （他 4 社）

発　電

［２０１７年度の主な取り組み］

－東北電力グループの供給力を担い、
支える企業群－

送配電

－ネットワーク運営を支える企業群－

販　売

－戦略的マーケティング機能を担う企業群－

ビジネスサポート
－グループ事業活動の

基盤サービスを担う企業群－
東北発電工業株式会社

常磐共同火力株式会社

相馬共同火力発電株式会社

酒田共同火力発電株式会社

東北緑化環境保全株式会社

東北自然エネルギー株式会社

日本海エル・エヌ・ジー株式会社

東北ポートサービス株式会社

株式会社東北開発コンサルタント

株式会社東日本テクノサーベイ

株式会社ユアテック

東北送配電サービス株式会社

東北電機製造株式会社

東北計器工業株式会社

東北エアサービス株式会社

東北天然ガス株式会社

株式会社シナジアパワー

東北エネルギーサービス株式会社

株式会社Eライフ・パートナーズ

東北電力エナジートレーディング株式会社

東北インフォメーション・システムズ株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

東日本興業株式会社

株式会社エルタス東北

TDGビジネスサポート株式会社

北日本電線株式会社

通研電気工業株式会社

東北ポール株式会社

会津碍子株式会社
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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
　　非常用備蓄非常食をNPO法人他に提供

■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㈱
　　子どもの本１００冊寄贈

■酒田共同火力発電㈱
　　石炭埠頭津波避難塔の竣工

■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

■東北自然エネルギー㈱
　　ベンチ・本棚の寄贈

■相馬共同火力発電㈱
　　新地発電所被災地視察研修の実施

　（株）ユアテックでは、フードバンク
活動を行うＮＰＯ法人や県の福祉協議
会に対し、災害用に備蓄していた非常
食計4,870食を無償提供しました。
　フードバンク活動とは、品質には問
題が無いものの廃棄予定となってい
る食品を生活困窮者や福祉施設に
配布することで生活支援を行うもの
です。その活動趣旨に賛同し、消費
期限が迫り入れ替えの対象となった非
常食の提供を実施しました。

　「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
心になって活動しているものです。
　東北緑化環境保全（株）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（株）では、多賀城
市立図書館に子ども向け図書１００
冊を寄贈しました。
　ものづくりメーカーとして地域の子
どもたちに科学に興味を持ってもら
う趣旨で「科学道１００冊ジュニア」い
うシリーズを選定しました。現在、特
設コーナーを設置し、多くの子ども
たちに利用されています。多賀城市
立図書館への寄贈は2016年の「読
書通帳」に続き2回目となっています。

　酒田共同火力発電（株）では、津
波ハザードマップの予測に基づき、
一時避難施設として避難塔を建設し
ました。太陽光発電設備や非常用
蓄電設備を備付し、非常食などの
備蓄品も装備され、最大で200人
程度が1〜2日避難可能となります。
　県内初となる避難塔は「酒田市
の津波発生時における一時避難施
設」として酒田市より指定され、誰で
も避難可能となっています。

　東北発電工業（株）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1.8haの土地で植
樹を中心とした環境活動を行って
おり、2017年に第10回を迎えまし
た。これまでに、エドヒガンやヤマ
ボウシ、クヌギ、オニグルムなど野
鳥や小動物が好む木の実をつけ
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850本を植樹しました。

　北日本電線（株）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、２つの製造拠
点が立地する宮城県柴田町の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ます。

　東北自然エネルギー（株）では、玉
川第二発電所の建設工事を開始する
にあたり伐採が必要となる樹木を有
効に利用するため、約1,000ｔの伐採
木を合板やパルプの原料として利用し
た他、発電所工事に協力いただいて
いる地元の皆さまのお役に立ちたい
と考え、公園に置くベンチや集会所で
使う本棚を製作し、寄贈しました。
　現在、道の駅や公園などに置かれ
多くの方に利用いただいています。

　相馬共同火力発電（株）では、
福島県などからの要請を受けて、
県内外の高校生や南アジア地域の
学生、各種団体などに対して、東日
本大震災で被災した新地発電所の

「被災地研修」を実施しています。
　研修では、発電所の被害状況や
当時の行動などをお伝えすること
で、震災の経験を引き継ぎ、今後
の防災・減災につなげていきたい
と考えています。


