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経営計画経営計画経営計画経営計画のののの特徴点特徴点特徴点特徴点

ⅠⅠⅠⅠ 旺盛旺盛旺盛旺盛なななな需要増需要増需要増需要増をををを反映反映反映反映したしたしたした電源開発計画電源開発計画電源開発計画電源開発計画

（（（（１１１１））））需要見通需要見通需要見通需要見通しししし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１１１

（（（（２２２２））））電源開発計画電源開発計画電源開発計画電源開発計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２２２

ⅡⅡⅡⅡ ＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ基地建設基地建設基地建設基地建設 ～～～～燃料燃料燃料燃料のののの安定供給対策安定供給対策安定供給対策安定供給対策～～～～
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ⅢⅢⅢⅢ 設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４４４

ⅣⅣⅣⅣ 原子力原子力原子力原子力のののの耐震安全性対策耐震安全性対策耐震安全性対策耐震安全性対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５５５５



１Ⅰー（１） 需要見通し

◇◇◇◇特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外・・・・・・・・・・・・オールオールオールオール電化住宅電化住宅電化住宅電化住宅のののの普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大などからなどからなどからなどから堅調堅調堅調堅調なななな伸伸伸伸びびびび

◇◇◇◇特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・郊外型郊外型郊外型郊外型をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした小売店舗小売店舗小売店舗小売店舗のののの増加増加増加増加にににに加加加加ええええ，，，，企業立地企業立地企業立地企業立地のののの進展進展進展進展やややや経済成長経済成長経済成長経済成長のののの持続持続持続持続にににに
よりよりよりより安定安定安定安定したしたしたした需要需要需要需要のののの伸伸伸伸びびびび

◇◇◇◇特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外・・・・・・・・・・・・オールオールオールオール電化住宅電化住宅電化住宅電化住宅のののの普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大などからなどからなどからなどから堅調堅調堅調堅調なななな伸伸伸伸びびびび

◇◇◇◇特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・郊外型郊外型郊外型郊外型をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした小売店舗小売店舗小売店舗小売店舗のののの増加増加増加増加にににに加加加加ええええ，，，，企業立地企業立地企業立地企業立地のののの進展進展進展進展やややや経済成長経済成長経済成長経済成長のののの持続持続持続持続にににに
よりよりよりより安定安定安定安定したしたしたした需要需要需要需要のののの伸伸伸伸びびびび
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◆仙台火力 ４号［４４．６万ｋＷ］
(ＬＮＧ)  運転開始：平成２２年７月

◆新潟火力 ５号系列［１０万ｋＷ級］
(ＬＮＧ) 運転開始：平成２３年３月

◆新仙台火力 ３号系列［９５万ｋＷ級］
(ＬＮＧ) 運転開始：平成２８年７月／平成２９年７月

◆仙台火力 ４号［４４．６万ｋＷ］
(ＬＮＧ)  運転開始：平成２２年７月

◆新潟火力 ５号系列［１０万ｋＷ級］
(ＬＮＧ) 運転開始：平成２３年３月

◆新仙台火力 ３号系列［９５万ｋＷ級］
(ＬＮＧ) 運転開始：平成２８年７月／平成２９年７月

２Ⅰ－（２） 電源開発計画

１１１１．．．．新規電源開発新規電源開発新規電源開発新規電源開発

安全確保安全確保安全確保安全確保をををを最優先最優先最優先最優先にににに，，，，旺盛旺盛旺盛旺盛なななな電力需要電力需要電力需要電力需要にににに加加加加ええええ地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全もももも含含含含めためためためた事業環境変化事業環境変化事業環境変化事業環境変化にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる計画計画計画計画安全確保安全確保安全確保安全確保をををを最優先最優先最優先最優先にににに，，，，旺盛旺盛旺盛旺盛なななな電力需要電力需要電力需要電力需要にににに加加加加ええええ地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全もももも含含含含めためためためた事業環境変化事業環境変化事業環境変化事業環境変化にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できるできるできるできる計画計画計画計画

◆浪江・小高原子力 ［８２．５万ｋＷ］
(原子力) 運転開始：平成３１年度

◆東通原子力 ２号［１３８．５万ｋＷ］
(原子力) 運転開始：平成３１年度以降

◆能代火力 ３号［６０万ｋＷ］
(石 炭) 運転開始：平成３５年度以降

◆浪江・小高原子力 ［８２．５万ｋＷ］
(原子力) 運転開始：平成３１年度

◆東通原子力 ２号［１３８．５万ｋＷ］
(原子力) 運転開始：平成３１年度以降

◆能代火力 ３号［６０万ｋＷ］
(石 炭) 運転開始：平成３５年度以降

４４４４．．．．運転開始繰延運転開始繰延運転開始繰延運転開始繰延

◆新潟火力 ３号［２５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 廃止時期：平成２１年７月

◆新仙台火力 ２号［６０万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 廃止時期：平成２３年度末

◆新仙台火力 １号［３５万ｋＷ］
(原油・ＬＮＧ混焼) 廃止時期：平成２７年度末

◆新潟火力 ３号［２５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 廃止時期：平成２１年７月

◆新仙台火力 ２号［６０万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 廃止時期：平成２３年度末

◆新仙台火力 １号［３５万ｋＷ］
(原油・ＬＮＧ混焼) 廃止時期：平成２７年度末

３３３３．．．．火力火力火力火力のののの廃止廃止廃止廃止

◆東新潟火力 港２号［３５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年６月

◆新潟火力 ４号［２５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年７月

◆東新潟火力 港１号［３５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年１２月

◆東新潟火力 港２号［３５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年６月

◆新潟火力 ４号［２５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年７月

◆東新潟火力 港１号［３５万ｋＷ］
(ＬＮＧ) 運転再開：平成２０年１２月

２２２２．．．．運転再開運転再開運転再開運転再開（（（（休止火力休止火力休止火力休止火力））））



３Ⅱ ＬＮＧ基地建設 ～燃料の安定供給対策～

地震災害リスク，太平洋側と日本海側の気象条件の違いなどを踏まえ，新潟県のＬＮＧ基地

に加えて仙台地区にもＬＮＧ基地を建設し，より安定した燃料供給体制を構築

燃料燃料燃料燃料のののの安定供給対策安定供給対策安定供給対策安定供給対策にににに向向向向けけけけ仙台地区仙台地区仙台地区仙台地区にににに新新新新たにたにたにたにＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ基地基地基地基地をををを建設建設建設建設

◆着工時期：平成２４年１月
運転開始：平成２８年７月（新仙台火力発電所３－１号と同時に運転開始予定）

◆建設場所：新仙台火力発電所構内

◆これに伴い，新仙台火力発電所３号系列の運転開始を繰延
３－１号：平成２５年７月 ⇒ 平成２８年７月（３年繰延）
３－２号：平成２７年７月 ⇒ 平成２９年７月（２年繰延）

ＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ基地建設基地建設基地建設基地建設

【写真は当社東新潟火力発電所と日本海ＬＮＧ新潟基地】



Ⅲ 設備投資計画 ４

給 電給 電給 電給 電

配 電配 電配 電配 電

変 電変 電変 電変 電

送 電送 電送 電送 電

原 子 力原 子 力原 子 力原 子 力

火 力火 力火 力火 力

水 力水 力水 力水 力

２２２２，，，，６３３６３３６３３６３３２２２２，，，，５２９５２９５２９５２９２２２２，，，，１８９１８９１８９１８９１１１１，，，，７９６７９６７９６７９６電 気 事 業 合 計電 気 事 業 合 計電 気 事 業 合 計電 気 事 業 合 計

２５５２５５２５５２５５１７５１７５１７５１７５１３５１３５１３５１３５１１９１１９１１９１１９原 子 燃 料原 子 燃 料原 子 燃 料原 子 燃 料

２４０２４０２４０２４０２３６２３６２３６２３６２７７２７７２７７２７７１３１１３１１３１１３１そ のそ のそ のそ の 他他他他

１１１１，，，，４２９４２９４２９４２９１１１１，，，，４３２４３２４３２４３２１１１１，，，，３２５３２５３２５３２５１１１１，，，，１６７１６７１６７１６７流 通 小 計流 通 小 計流 通 小 計流 通 小 計

１３１３１３１３１０１０１０１０２２２２２２２２３４３４３４３４

３８８３８８３８８３８８４３４４３４４３４４３４４２３４２３４２３４２３３９５３９５３９５３９５

３６８３６８３６８３６８２１８２１８２１８２１８１９２１９２１９２１９２２０９２０９２０９２０９

６６０６６０６６０６６０７７１７７１７７１７７１６８８６８８６８８６８８５２７５２７５２７５２７

７０９７０９７０９７０９６８６６８６６８６６８６４５２４５２４５２４５２３７９３７９３７９３７９電 源 小 計電 源 小 計電 源 小 計電 源 小 計

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度

計計計計 画画画画

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度

計計計計 画画画画

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度

推推推推 定定定定 実実実実 績績績績

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度

実実実実 績績績績

（単位：億円）



女川および東通の耐震安全性評価（中間報告）について，平成２０年３月２８日に原子力安全・保安院に提出。
なお，下北半島の横浜断層や女川周辺の一部海域の地質調査については，最終報告に反映する予定。

①新耐震指針に照らした各種地質調査結果（最新の知見を反映し，より安全側に評価）を考慮。
②新耐震指針の趣旨等を踏まえ，想定される地震をより安全側に評価し，基準地震動Ｓｓを策定。
③基準地震動Ｓｓにより女川１号，東通１号の原子炉建屋および安全上重要な機能を有する耐震Ｓクラスの主要
な設備の耐震解析を実施し，耐震安全性が確保されていることを確認。

Ⅳ 原子力の耐震安全性対策 ５

①安全上重要な機能を有する耐震Ｓクラスの主要な設備等の安全性を確保できることを確認したが，他の安全
上重要な設備も含め，自主的に更なる裕度向上対策を実施。

②配管の支持構造物等の耐震裕度向上工事を，女川１号，東通１号の定期検査（現在実施中）より開始。

２２２２....耐震裕度向上対策耐震裕度向上対策耐震裕度向上対策耐震裕度向上対策についてについてについてについて

女川女川女川女川１１１１号号号号
H20.2.14～（約10ヶ月）
第18回定期検査中

東通東通東通東通１１１１号号号号
H20.3.22～（約5ヶ月）
第2回定期検査中

女川女川女川女川2222号号号号
～H20.2.27
第9回定期検査

女川女川女川女川3333号号号号

３３３３....各原子力各原子力各原子力各原子力のののの運転状況運転状況運転状況運転状況

中間報告中間報告中間報告中間報告ののののポイントポイントポイントポイント

１１１１....耐震安全性評価耐震安全性評価耐震安全性評価耐震安全性評価についてについてについてについて

～H20.1.25
第4回定期検査

13ヶ月以内に
次回定期検査

13ヶ月以内に
次回定期検査



当資料は，東北電力の評価を行うための参考となる情報提供のみを目的としたものです。当資料に掲載されております

予測数字等は，東北電力の将来に関する見通し及び計画に基づく将来予測であります。

従って，これらの業績見通しのみに全面的に依拠する事はお控え下さいますようお願いいたします。

これらの将来予測には，既知･未知のリスクや不確定な要素などの要因が含まれており，その要因によって

東北電力の実際の成果や業績，実績などは，記載の見通しとは大きく異なることが有り得ます。

東北電力では，投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承下さい。


