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創立70周年を迎えて
これまで大切にしてきた価値観
東北電力グループは、5月1日に創立70周
年を迎えました。
この日を迎えることができま
したのは、皆さまからのご支援、
ご愛顧の賜
東北電力株式会社
取締役社長 社長執行役員

物であり、改めて深く感謝申し上げます。
さて、
この70年を通じて私たちが大切に
してきたものは、経営理念である
「地域社
会との共栄」であり、
「 東北の繁栄なくして
当社の発展なし」
という基本的な考え方で
す。東北電力の前身は、1936 年に東北地
方の振興を目的に国策で設立された
「東
北振興電力」であり、
また、1951年の創立
時には、戦後の復興に向けて、
「日本の再
建は東北から、東北の開発は電力から」を
モットーに掲げ、
只見川の電源開発を強力
に推進するなど、地域社会の持続的な発
展と自社の成長を重ね合わせるようにしな
がら、今日まで歩んでまいりました。
創立以来、地域の皆さまからは、電力を
低廉かつ安定的に供給することへの強い
期待をいただき続けてきました。私たちは
これに応えるべく、電力の安定供給への使
命感を従業員一人ひとりが持ち、
また、訓
練や伝承により次の世代に確実に継承し
ながら、
これまで取り組んできたところです。

10年前の2011年に発生した東日本大震
災では、東北6県と新潟県で486万戸の停
Tohoku Electric Power Group
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電が発生しましたが、
グループ一丸となり、

中長期ビジョン
「よりそうnext」の実現に向けて

スマート社会実現事業では、次世代の

た取り組みを強化しています。

デジタル技術やイノベーションの活用等を

このスマート社会実現事業へのビジネ

通じて、例えば「最適な機器制御による省

スモデル転換に必要なキャッシュは、電力

そして今、改めて
「地域社会との共栄」
に

エネ・創エネ・蓄エネ」などのエネルギーマ

供給事業の徹底強化を通じて生み出して

電気事業は地域に根差したインフラ産

立ち返ると、
これまで培ってきたエネルギー

ネジメントをベースとしながら、
「電気」
と

いきます。
そのために、足元では、
コロナ禍

業ですが、
この東日本大震災からの10 年

サービスの知見や地域のステークホルダー

「各種サービス」
をパッケージ化したプラン

の歩みを振り返っても、設備復旧、計画停

とのネットワークを基に、従来の電気事業

を中心に、お客さまの、快適・安全・安心な

2月の福島県沖地震により被災した発電

電回避のための節電、電気料金の値上げ

の枠を超えて、
スマート社会実現事業に取

暮らしにつながるサービスをご提供してま

所の停止長期化等により、厳しい経営環

など、
さまざまな局面で地域の皆さまから

り組み、社会課題の解決と自らの成長を両

いります。2021 年 4月には、その中核会社

境にありますが、
リスクマネジメントを強化

のご協力をいただいてきました。
こうしたご

立することが、
これからの東北電力グルー

として
「東北電力フロンティア」を設立し、

し、メリハリのある資源投下を行ってまい

協力をいただくたびに、地域からの信頼な

プの姿であり、
グループスローガン
「より、
そ

11月からサービス提供を開始するなど、ス

ります。

くして、私たちの事業は成り立たないという

う、
ちから。」
の実践であると考えています。

マート社会実現事業の早期収益化に向け

昼夜を問わぬ復旧作業に努めた結果、3日
後には80%、8日後には94%の停電を解
消いたしました。

による電力需要の落ち込みや競争の激化、

ことを強く認識しています。
一方、東日本大震災を経て、電気事業
を取り巻く環境は大きく変化しました。電
力の小売全面自由化による競争激化や、
再生可能エネルギーの大量導入により需
給構造が変化する中で、私たちの経営の
姿 勢を示したのが、東 北 電力グループス
ローガン
「より、
そう、
ちから。」です。
このス

東北電力フロンティアの定額パッケージサービス第1弾

「シンプルでんき with Netflix」

ローガンには、
これまでの総括原価方式に
よる規制料金から市場価格へと電気料金
の仕 組みが変わる中で、お客さまにより
沿った商品・サービスを展開し、お客さま
から選択される東北電力グループを目指
していくこと、
また、地域独占が撤廃されて
も、地域、すなわち東北 6 県と新潟県に寄
り添っていくこと、
この二つの思いを込めて
います。
Tohoku Electric Power Group
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サステナビリティ推進会議の設置をはじめ

力発電の高効率化や環境にやさしいヒー

一方、火力電源については、需要と供給

としたマネジメント体制の強化を行いまし

トポンプ機 器の導 入などを進め、電 気の

を常に一致させる同時同量が求められる

た。環境・社会・ガバナンスのESGの各側

需 要と供 給の両 面から社 会のCO 2 排出

電気の特性上、発電出力や需要の変動に

近年、自然災害の激甚化、気候変動問

面での対策の一層の強化を図ることで、社

削減に積極的に取り組んでまいりました。

追従するため一定程度必要であると考え

題、新型コロナウイルス感染症拡大、人権

会の持続可能性につながる課題に先見的

こうした中、2020 年 10月の日本政府によ

ており、燃焼時にCO2を排出しないアンモ

問題などの社会課題が顕在化し、私たちは

そして、中
に対応し、SDGs達成への貢献、

る
「 2050 年カーボンニュートラル宣言」の

ニア、水素などを燃料とする火力発電の実

今、改めて社会の一員として、持続可能性

長期的な利益創出力を向上していきます。

発表を契機に、気候変動問題への対応が

現に向け、研究開発や実証・実装を進めて

一刻の猶予も許されない状況にあること

まいります。

持続可能性（サステナビリティ）へ
の取り組み

（サステナビリティ）への取り組みが強く求
められていると感じています。
そこで、東北電力グループとしての持続

カーボンニュートラルの
実現に向けた挑戦

可能性への取り組みを一層加速するため、

私たちは、これまでも気候変動問題へ

このたび、サステナビリティ方針の制定や、

の対応を経営の重要課題と位置付け、火

が改めて確認され、社会における脱炭素

また、
ご家庭向けの太陽光発電システム

化の機運がますます高まっています。
この

と蓄電池の設置サービスのご提供や、分

「 東 北 電 力グループ
ため、2021 年 3月に

散 型 エネルギーを束 ねる再 エネアグリ

“カーボンニュートラルチャレンジ2050 ”」

ゲーション事業への参画など、地域におけ

を策定し、
「 再生可能エネルギーと原子力

る分散型エネルギーの有効活用を図って

発電の最大限活用」
「 火力電源の脱炭素

まいります。

化」
「 電化とスマート社会実現」の3つの柱

2050 年カーボンニュートラルの実現を

を中心とした施策によりカーボンニュート

東北電力グループの“成長の機会”ととら

ラル実現に向けた取り組みを進めるととも

え、今後も脱炭素化に向けた施策を大胆

に、2030 年 度 の CO 2 排 出 量 に つ い て

に打ち出し、積極的に挑戦してまいります。

2013 年度実績比で「半減」を目指すこと
といたしました。
主な取り組みとして、安全安心を大前提

そして、
カーボンニュートラルの実現に向

とした原子力発電の早期再稼働を目指す

けて、気象条件によらず出力が安定し、エ

とともに、東北6 県と新潟県に豊富に賦存

ネルギー安全保障の面でも重要なのが、

する再生可能エネルギーを有効活用する

原子力発電です。

ため、2030 年 以 降の早 期に風力発 電を

ウィンドファームつがる
（提供：
（株）
グリーンパワーインベストメント）

女川原子力発電所の再出発

2020 年 11月には、女川原子力発電所

主軸に200万kWの開発を目指します。
また、

2号機の再稼働に向けた新規制基準への

再生可能エネルギーの主力電源化に向け

適合性審査申請に係る事前協議申し入れ

た系統整備などの電力ネットワークの高度

について、立地自治体である宮城県、女川

化も進めてまいります。

町、石巻市からご了解をいただきました。
Tohoku Electric Power Group
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再稼働に対してさまざまなご意見がある中、

す。継続的に利益を創出し、会社が成長し

重要なご判断をいただいたことを、大変重

ていくためには、社員一人ひとりがこれま

く受け止めております。
「 原子力発電所の

での意識を変え、従来のやり方や経験にと

安全対策に終わりはない」
という確固たる

らわれず、視野を広げ、何事にも積極的に

信念の下、引き続き、女川原子力発電所の

挑戦していくことが必要です。

安全性向上に向けて不断の努力を積み重
ねてまいります。
女川原子力発電所2号機の運転再開は、

同時に、多様なバックボーン、個性、考え、
経験を最大限に活かし、社員が健康でイキ
イキと活躍することが重要であり、
ダイバー

単なる再稼働ではなく、発電所をゼロから

シティ&インクルージョンを推進していくこ

立ち上げた先人たちの姿に学び、地域との

とがイノベーションを生み出すことにつな

絆を強め、東京電力福島第一原子力発電

がっていくものと考えています。
そのために、

所事故を教訓に新たに生まれ変わる、
との

多様な人財が働きやすい制度の整備・拡

決意を込めて、
「 再出発」
と位置付けていま

充や、意識醸成・職場風土づくりに積極的

す。地域の皆さまから信頼され、地域に貢

に取り組んでまいります。

献する発電所となるよう、私のリーダーシッ

私どものミッションは、
中長期ビジョン
「よ

プの下、揺るぎない信念を持って
「再出発」

の実現に向けて、前向きにチャ
りそうnext」

に向け、引き続き最大限の準備を進めてま

レンジしていくことで、明るい未来を切り開

いります。

いていくことです。
そのためにも、社員一人

守るべきものは「信頼」、

変えるべきものは「意識」
この70年で培ってきた地域との信頼関係

ひとりが常に現状のままで良いのかというこ
とを問いかけながら、想いをめぐらす想像力
と、
それを具現化するための創造力を働か
せていきたいと考えています。

があってこその私たちの事業であり、
これか

電力の安定供給への使命感と、地域とと

らも大切に守っていかなければなりません。

もにある、
という強い思いを胸に、事業環

しかし、
コロナ禍を経て事業環境が大き

境が大きく変わる中でも、地域社会の持続

く変化する中、昨日と同じことをしていたの

的発展とともに成長する東北電力グループ

では、引き続き信頼を得て、持続的な成長

であり続け、次の10 年、
さらには100 年企

を果たしていくことは難しく、むしろ衰退し

業を目指してまいります。

ていきかねないという危機感を持っていま
Tohoku Electric Power Group
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