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サステナビリティの取り組み
東北電力グループは、社会の持続可能性（サステナビリティ）
に関わるさまざまな課題をリスクとしてのみならず、社会と当社グループが持続的な成長を図る機会として捉え、東北電力グループ
中長期ビジョン
「よりそうnext」
の実現や、
「東北電力グループカーボンニュートラルチャレンジ2050」への挑戦に取り組んでいます。
このたび、
サステナビリティに関する取り組みを経営の中核に位置付けるとともに、
ステークホルダーとのコミュニケーションを推進し、取り組みのさらなる改善を図るため、
「 東北電力グループ
サステナビリティ方針」
を制定し、推進体制を充実化しました。

東北電力グループサステナビリティ方針（抜粋）

サステナビリティ推進体制

私たち東北電力グループは、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」の実現や

東北電力および東北電力ネットワークの両社で構成するサステナビリティ推進会議にお

「カーボンニュートラルチャレンジ2050」への挑戦を通じて、積極的にサステナビリティを

サステナビリティ課題への取り組み
（次頁）
を包括
いて,ステークホルダーとの視点を元に、

推進してまいります。

的に確認し、今後の方向性をグループ中期計画に反映させるとともに、
その結果を取締役

東北電力グループの考えるサステナビリティは、経営理念である
「地域社会との共栄」
と
グループスローガン
「より、
そう、
ちから。」
に基づき、企業グループが一体となって、
お客さま

会に報告することで適切な監督を受けています。
また、東北電力グループサステナビリティ
連絡会等を通じて、
グループ企業間の連携を図っています。

と地域によりそい、エネルギーを中心としたサービスの提供等を通じてスマート社会の実
現に取り組むことで、地域や社会が直面する課題を解決し、
中長期的な企業価値向上と社

サステナビリティ推進体制図

会全体の持続的な発展に貢献することです。

取締役会

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

監督

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

「地域社会との共栄」「

東北電力グループスローガン

」

SDGsの達成にも貢献
電力供給事業とスマート社会実現事業を通じて
特に注力するSDGsの目標

Tohoku Electric
Power Group
Carbon Neutral
Challenge 2O5O

電力供給事業

2030年代の

意見

構成メンバー
・東北電力：社長
（議長）
、副社長、常務
・東北電力NW：社長
（副議長）
、副社長、常務

課題別会議体

開催頻度

・カーボンニュートラル・環境経営推進会議
（議長：社長）

・年２回以上
主な役割

・企業倫理・法令遵守委員会
（委員長：社長）
・働き方改革推進委員会
（委員長：社長）
・安全・保安推進会議
（議長：副社長）など

連携

・サステナビリティ方針の改正
・サステナビリティ課題の確認・検証、
取り組み状況のモニタリング
・ステークホルダーとのコミュニケーション

情報
開示

ステ ー ク ホル ダ ー

東北電力グループ経営理念

サステナビリティ推進会議

サステナビリティ課題を経営戦略へ反映

経 営 会 議︵グルー プ 中 期 計 画︶

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。

提案・報告

ありたい姿

東北発の新たな時代の
スマート社会の実現に貢献し、
社会の持続的発展とともに
成長する企業グループ

連携
電力供給と
スマート社会の実現で
カーボンニュートラルへ挑戦

関連

グループ課題別会議体

グループサステナビリティ連絡会

スマート社会実現事業

東北電力グループサステナビリティ方針

グループ会社
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サステナビリティの取り組み

ESG分野の主な取り組み
区分

E

S

G

項目

関連するSDGs

主な取り組み・目標

主な管理指標／定量目標※1

2020年度実績

（左記の目標・指標の実績および定性的な取り組み結果）

S+3Eの確保を大前提に「2050年カーボンニュートラル」に積極的に挑戦する。

【G】再生可能エネルギー開発:2030年以降の早
期に目標200万kW
【TD】
CO2排出係数:電気事業低炭素社会協議会と
しての目標2030年度0.37kg-CO2/kWh程度
【TD】CO2排出量：2030年度のCO2排出量に
ついて、2013年度実績からの半減を目指す

再生可能エネルギー：26プロジェクト、持分出力約60万
kWが進行中（2021年9月末）
（2020年度）
CO2排出係数※2：0.457kg-CO2/ｋＷｈ
CO2排出量※2：3,012万t-CO（
2 2020年度）

循環型社会の形成

法令に基づき廃棄物の適正な管理・処理を行うとともに、3R
（リデュース・リユース・リ
サイクル）
の取り組みを通じて、持続可能な循環型社会の形成に貢献する。

【TD/TN】産業廃棄物全体の有効利用向上：目標
90％以上

廃棄物全体の有効利用率91.9%（2020年度）

従業員の安全確保

東北電力グループ安全・保安方針を日々の行動に定着させ、従業員の安全意識の
さらなる向上を図る。

【TD/TN】死亡・重傷災害発生件数:目標0件（通

レジリエンスの強化

激甚化する自然災害に対しては、電力の安定供給の使命を果たし続けるため、ハー
ド・ソフトの両面から災害対応力の強化を図るとともに、お客さまへ迅速に情報発
信を行う。

【TN】
お客さま一戸あたりの年間停電時間・回数

停電時間：21分、停電回数：0.14回
継続的な訓練の実施や高経年化設備の計画的な更新等、
災害対応力の維持・向上を図るとともに、停電情報のス
マホアプリの導入等お客さまへの情報発信を強化

地域の方々との協働
による社会課題解決

東北・新潟の活性化応援プログラムやまちづくり元気塾®等をベースに、地域の方々
とともに社会課題解決や地域活性化に取り組み、スマート社会の実現に貢献。

【TD】東北・新潟の活性化応援プログラム助成団
体数
【TD】
まちづくり元気塾®支援回数

東北・新潟の活性化応援プログラム：7団体助成
まちづくり元気塾®：6回支援

新しい勤務スタイル
の確立と働き方改革
の実践

「業務の削減・効率化」
「ワーク・ライフ・バランスの実現」
「業務品質の向上」の好循環
により、みんながイキイキと働く元気な会社を実現。
一人ひとりが意識・行動変革とポストコロナのデジタル・オンライン活用による働き方
改革を実践し、自らがスマート社会実現の担い手となる。

【TD/TN】普通休暇取得率:目標2025年3月末
までに8割以上

普通休暇取得率：東北電力：72％、東北電力ＮＷ：78％

人権の尊重・
ダイバーシティの
推進

多様な人財が能力を最大限発揮できる職場づくりと公正・適正な処遇を行い、活躍支
援を進める。
育児期従業員対象の座談会やICTを活用したネットワークづくりの支援による女性
従業員のキャリア形成支援および女性管理職の積極登用を進める。

【 TD/TN 】女性管理職数:目標2025年3月末ま
でに2019年度期首比1.5倍以上
【TD】
くるみん・えるぼし認定状況
【TD/TN/TFP】障がい者雇用率（法定雇用率2.3
％）
の達成

健康づくりの推進

従業員一人ひとりの
「こころ」
と
「からだ」両面にわたる健康づくりを推進し、心身の健
康状態の改善により生産性および企業価値の向上を目指す。

【TD/TN】健康経営優良法人認定状況
【TD/TN】喫煙率

ビジネスモデル転換
を支える人財の
発掘・育成

グループ内外の多様な人財を発掘・育成しながら、基盤事業の生産性向上に向けた取
り組みを進めることで、成長事業の収益化に向けて活躍できる人財の配置を進める。
グループ大で変革を進めるリーダーとスペシャリストの育成に向け、課題に挑戦する
変革マインドの醸成、デジタルイノベーション技術・手法の習得、グループ内での人事
交流の加速等を進める。

グループ全従業員
による
「より、そう、
ちから。」
の体現

ありたい姿の基盤として、東北電力グループ全従業員が、グループスローガン
「より、
そう、ちから。」
に込められた思いを理解し、お客さま・地域に“よりそう”行動を日々実
践する。

【 TD/TN 】グループスローガンの実現に向けた
社員行動率

社員行動率：63.9%

コンプライアンスの
徹底

企業倫理・法令遵守活動方針に基づき、グループ各社が自律的活動を展開し従業員
一人ひとりのコンプライアンスの実効性を一層高める。

【G】内部通報窓口相談件数

内部通報窓口相談件数：112件

コーポレート・
ガバナンスの強化

コーポレート・ガバナンスに関わる社会動向や社会的要請を十分に踏まえながら、ガ
バナンス体制の定着とさらなる実効性の向上を図る。

【TD】社外取締役比率

社外取締役比率：44%（2021年6月現在）
取締役会の実効性評価の継続実施

脱炭素化に向けた
取り組みの推進

水力、
風力、
バイオマス、
地熱、
太陽光等の再生可能エネルギーの最大限活用
安全確保を大前提とした原子力発電の早期再稼働および稼働率向上
バイオマス・水素・アンモニアの混焼等による火力の脱炭素化
電化の推進と、
VPPサービス実装等のスマート社会実現事業の展開
再生可能エネルギー導入拡大に向けた電力ネットワークの高度化

勤災害を含む）

【TD/TN】研修時間・受講者率（自己変革力養成研

修、新任管理職研修、事業創出力養成研修、部門研修等）

死亡：0件
重傷：6件

女性管理職数（課長級以上）
：東北電力：38名、東北電力
NW：11名
2020年度 くるみん認定（3回目）、えるぼし認定（2段階

目）
取得
（2020年6月1日時点）
障がい者雇用率：2.32％

2021年度「健康経営優良法人2021（大規模法人部門・通

称ホワイト500）
に認定

喫煙率：23.1％

社員一人あたり年間研修時間：136.5時間
研修受講者比率（従業員数に対する教育受講のべ人数比率）
：123.6％

※1【】
内は対象範囲。
G：東北電力グループ、TD:東北電力、TN：東北電力ネットワーク、TFP：東北電力フレンドリー・パートナーズ ※2 CO2排出係数およびCO2排出量は再生可能エネルギー固定価格買取制度による調整等を反映させた値

Tohoku Electric Power Group

55

イントロダクション

特

集

トップメッセージ

東北電力グループとは

東北電力グループ中長期ビジョン

戦

略

企業価値創造を支える経営基盤の進化

財務情報

会社情報

環境経営
気候変動緩和・適応への取り組み
気候変動に対する認識・基本姿勢
当社は従来、気候変動によるリスクと機会を重要な経営課題であると認識し、CO2等の

するリスクと機会が拡大・頻発化することが想定されます。
このような変化の中で国の目標

温室効果ガス排出削減に向けて需給両面で取り組みを進めてきました。加えて、2019年4

達成に貢献し、
当社の持続的な成長を保つため、
リスクと機会を把握し気候変動への緩和

月のTCFD提言への賛同を契機として、気候変動への対応強化など環境経営の推進を加

と適応の取り組みを強化していく必要があると考えています。

速させるとともに、
同提言の枠組みに沿った情報開示の継続的な改善を図っています。

そのため本年3月に公表した
「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”」
に

情報開示はもとより、気候関連リスクと機会を経営戦略に反映していくことが重要と考え

スマート社会の実現を通じて東北・新潟地域を
沿って、
当社のCO2排出削減の加速のみならず、

ており、機関投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとのエンゲージメントの場も

地域社会の脱炭素化に貢献していきます。
はじめとするお客さまのCO2排出削減にも取り組み、

活用しています。
気候変動に伴う気象災害激甚化など物理的変化に関するリスクが増大することが予想
および「2030年度の温室
される一方で、政府による
「2050年カーボンニュートラル宣言」
効果ガス削減目標の大幅引き上げ」表明を受けて、今後さらに低炭素経済への移行に関

ＴＣＦＤ※提言に基づく開示

CDPからの評価
企業の情報開示を推進・評価する国際NGOのCDPが実施する気候変動質問書
について、当社は、2020年に上位から2番目である評価
「A-」
を獲得しました。
これからも評価の維持・向上に向け、引き続き取り組んでまいります。

ガバナンス・リスク管理

取締役会において、気候関連リスクと機会の認知および対応策の検討を通じて気候変動
への対応を強化し、経営戦略に取り込んでいくことを意思決定しています。
当社は、環境マネジメントの枠組みによる中期環境計画の策定プロセスにおいて、各業務
執行部門が抽出し財務的な影響度を評価した全社の気候関連リスクおよび機会を集約・
一覧化し、各リスクへの対応の優先度を財務影響の度合いにより把握しています。
気候変動関連への対応を含む中期環境計画の検討については、環境マネジメント委員会

取締役会
他のリスクと合わせ、
統合リスク管理の枠組みで取締役会に報告

統合リスク管理

環境マネジメント

グループ中期計画

統合リスクマネジメント会議

カーボンニュートラル・環境経営推進会議

経営会議

経営上影響の
大きなリスク

環境マネジメント委員会

（気候変動関連以外も含む）

ならびに執行側経営層からなるカーボンニュートラル・環境経営推進会議での審議を経て取
締役会に提案・報告することで取締役会の監督を受けています。
また、各業務執行部門は、事
業計画の策定・実施について必要に応じ取締役会に提案・報告しています。
加えて、特に経営上影響の大きな気候関連リスクについては、気候関連以外のリスクと併

経営上影響の
大きなリスク

報告
リスクと機会のグループ
中期計画への反映
リスク管理のフロー

せて統合リスク管理の枠組みにより取締役会に報告する仕組みを構築しています。
※G20財務大臣および中央銀行総裁の意向を受け、金融安定理事会（FSB）
が
設置した、気候関連財務情報開示タスクフォース。

関連

事業等のリスク

第97期有価証券報告書 P14

提案・報告
2回／年程度

カーボン
ニュートラル・
環境経営
推進会議

中期
環境計画

反映

リスク
機会

グループ中期計画
反映

反映

業務執行部門の中期計画
における対応施策等
反映

対応施策

気候関連リスク・機会

役割 環境マネジメント委員会からの提案・報
告を受け、同委員会に指示を行い、環
境活動の統括・環境経営の推進を図る
構成 議
長：社長
メンバー：副社長・常務

反映

環境
マネジメント
委員会

役割 環境経営を具現化する施策の横断的
な策定・遂行および実績の評価を行う
構成 委 員 長：環境担当役員
メンバー：業務執行部門等の部長クラス
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環境経営
戦

略

シナリオ分析
将来の気候関連リスクおよび機会が与える財務上の影響を把握するため、
当社はシナリ

シナリオ分析においては、環境マネジメントの枠組みで把握したリスク・機会のうち、
当社事
業への影響度が大きいものを抽出し、
当社が想定したシナリオの中でどのリスク・機会が増大

オ分析を継続して行っています。
気候変動に関するシナリオとして、気候変動対策が奏功せず低炭素化が進まない場合の

するか分析しました。

「4℃シナリオ」
と気温上昇を2℃以下に抑えるために必要な対策が講じられる場合の
「2 ℃

当社グループは1.5℃シナリオを含むいずれのシナリオにおいても事業を継続できるよう、

シナリオ」
を選定し、
中長期的な時間軸で2050年以降を念頭にシナリオ分析を行っていま

気候関連リスクと機会の分析を継続し、
リスクの経営への影響を最小限にとどめるとともに、

す。
なお、2020年度から、2050年カーボンニュートラルに向けたシナリオとして新たに
「1.5

機会を捉え迅速に経営戦略に反映させることで持続的な成長を目指します。

※

℃シナリオ」
についても検討を開始し、
当社への影響分析や対応策に反映しています 。

２℃シナリオ
厳しい対策をとり、産業革命時期比で

0.9〜2.3℃上昇に抑えるシナリオ

想定される
当社にとってのリスク

※当社は、IEA（国際エネルギー機関）やIPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）などが示す複数の気候関連
シナリオなどを参照しながら、シナリオ分析の段階的な改善を図っています。本シナリオ分析は長期的な将来に
ついて、ある前提の下で起こり得る事象と当社として考え得る対応策を検討したものであり、結果の実現を保証
するものではありません。

移行リスク
（億トン）

2 再エネ導入に関する制度

1.5℃シナリオ
2 ℃シナリオよりさらに厳しい対策を
とり、産業革命時期比で1.5 ℃未満の
上昇に抑えるシナリオ

各シナリオにおける世界の電力セクターのCO2排出量

1 CO2排出規制の強化

現状を上回る追加的な対策をとらず、
産業革命時期比で3.2〜5.4 ℃上昇

するシナリオ

2C

1.5 C

3 エネルギー価格・市場価格
4 ステークホルダーの評価変化

120

5 脱炭素技術（電化、分散型電源含む）
の進展

90

60

4℃シナリオ

4C

150

想定される
当社にとってのリスク
6 気象災害の激甚化
7 降水パターンの変化

物理的リスク

30

1.5 ℃ シ ナ リ オ で は
2019年 から2030年
にかけて約60％減少

0
2019年

2025年

2030年

2040年

（出典）IEA World Energy Outlook 2020 Table A.2等より作成
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環境経営

気候変動リスク
（移行リスク）
の分析結果

2℃シナリオ時の日本の発電設備容量比率（％）

移行リスクの増大が想定される1.5 ℃および2 Cシ
ナリオにおいては、脱炭素社会実現に向けた対策が講
じられ、石炭などの化石燃料由来の火力発電の比率が
縮小するなど、電源の脱炭素化が大きく進展します。
また、熱効率の改善・電気自動車用蓄電池コストの低

石炭

38.3

等による炭素排出コストの負担がより大きくなるととも
に、電化がより進展する可能性があります。

LNG

原子力

再エネ

78.7

2019年

10.6

（%）

非化石

16.0

2040年

25.5
70.1

10.0

気候変動リスク項目

影響度

発生時期※2

カーボンプライシング導入等による
コストの増加

大

短中長期

2

再エネ導入に関する制度

FIT制度変更や再エネ事業の
競争激化等による
再エネ電源の投資回収性低下

大

短中長期

3

エネルギー価格・市場価格

分散型電源拡大による
従来型電源の市場価格低下

大

短中長期

社会・評判

4

ステークホルダーの
評価変化

脱炭素化していない火力電源への
ダイベストメント加速や資金調達
コストの上昇、株価の下落

大

短中長期

脱炭素技術
（電化、分散型電源含む）
の進展

省エネ技術の進展による
電力需要の減少

2040年

想定される当社事業機会

低・脱炭素製品
（再エネ電源含む）
・
サービスの市場シェアの拡大 等

経済・市場

技術

2030年

当社の対応

想定される当社事業リスク※1

脱炭素技術を有する
新規設備投資額の増加

30

25

CO2排出規制の強化

5

35

※発電設備容量
（GW）
での比較
※再エネは水力
（揚水発電を含まない）
、
バイオマス、風力、地熱、太陽光、潮力・波力の発電
2025年
2019年
設備容量の合計
（出典）IEA World Energy Outlook 2020 Table A. 3より作成

1

政治・政策

2C

8.6

移行リスク
（特に1.5℃・2℃シナリオで顕著）
区分

4C

40

4 .2
1.0

15.5

48.3

下など脱炭素技術の進展により電化が進展します。
特に1.5 ℃シナリオでは、
カーボンプライシング導入

石油

4℃・2℃シナリオにおける日本の電化率

EV等も含めた電化率の上昇による
大

中長期

「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ
2050”」の下、東北電力グループのCO2排出削減を
加速化し、カーボンニュートラルに積極的に挑戦
火力電源の脱炭素化
再生可能エネルギーと原子力発電の最大限活用
スマート社会実現事業の展開
ヒートポンプを中心とした、法人・ご家庭のお客さまそれ
ぞれへの電化推進
技術開発の推進
水素・アンモニア活用に向けた技術開発
再エネ拡大に向けた系統・蓄電システムの技術開発
洋上風力に関する技術開発
カーボンリサイクルの技術開発

電力需要の増加

再エネ設備のコスト低下

蓄電池技術やCCUS等に関する
技術が発展し普及 等

関連

東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”

P04-08

※1 一定の仮定の下、特に当社にとって影響が大きい事業リスクを抽出 ※2 短期：〜2025年、
中期：〜2030年頃、
長期：〜2050年頃
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環境経営

気候変動リスク
（物理的リスク）
の分析結果

将来における大雨降水量の増加率※
30

クとして気象災害の頻発化・激甚化による当社設備被害・供給支障の増加が想定されるた

20

め電力レジリエンスの重要性が高まります。
また、慢性リスクとして降水パターンの変化によ

10

る水力発電等への影響が想定されます。
当社は、頻発化・激甚化する気象災害に備え、設備の強靱化と復旧対応力を高め、電力
レジリエンスの向上を図っていきます。

29

26
10

8

気候変動リスク項目

急性

6

気象災害の激甚化

慢性

7

降水パターンの
変化

4C

30

26
11

9

11

27

24

22
8

25

12

0
-10

-5
全国

北日本
日本海側

北日本
太平洋側

東日本
日本海側

東日本
太平洋側

西日本
日本海側

西日本
太平洋側

沖縄
奄美

※現在（1984〜2004年平均）
を基準とした、将来（2080〜2100年平均）
の2℃と4℃シナリオにおける大雨降水量の増加率を示
したグラフ。大雨降水量とは、
「年間降雨日における1日あたりの降水量」
の上位5％の平均値として定義。
（出典）
環境省・気象庁 21世紀末における日本の気候 P14より作成

物理的リスク
（特に4℃シナリオで顕著）
区分

2C

40（%）

物理的リスクの大きい4 Cシナリオにおいては、気候変動の影響が顕著となり、急性リス

当社の対応
想定される当社事業リスク

影響度※1

発生時期※2

激甚化した暴風・豪雨等の頻発により、設備被害や電源の停止が発生

大

短中長期

水力発電の発電電力量が減少

中

長期

電力レジリエンスの向上
電源・供給設備の強靱化
復旧対応力の向上

※1 一定の仮定の下、
特に当社にとって影響が大きい事業リスクを抽出 ※2 短期：〜2025年、
中期：〜2030年頃、長期：〜2050年頃

指標と目標

2050年カーボンニュートラル宣言

1.再エネと原子力の最大限活用

当社グループはS＋3Eの確保を大前提に、2050年カーボンニュートラルに挑戦します。
「東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”」
の下、
2021年3月に公表した
「火力電源の脱炭素化」
に加えて、
「再生可能エネルギーと原子力発電の最大限活用」
と
「電化
とスマート社会実現」
により、
東北電力グループのCO2排出削減を加速化させていきます。
関連

東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”

P04-08

安全確保を大前提とした原子力早期再稼働および稼働率向上

2.火力の脱炭素化
石炭火力へのバイオマス混焼拡大
火力発電所における水素/アンモニア混焼実証

3.電化とスマート社会実現

2030年度におけるCO2削減目標
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、当社グループは2030年度のCO2排出量に
「半減」
を目指していきます。
ついて2013年度実績と比較して
関連

2030年以降早期に再エネ200万kWの開発を目指す

ヒートポンプを中心とした、最適な電化やエネルギーの効率的利用の提案
分散型エネルギーサービスの普及拡大
再エネアグリゲート事業の推進

スコープ１，
２，
３
（カテゴリ３）
の温室効果ガス排出量

Sustainability Data Book 2021 P08
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ブランド形成
競争が激化する事業環境において東北電力グループを選択いただくためには、
グループ

もに、東北電力、東北電力ネットワークにおいては、各室部・部門・事業所に
「より、
そう、
ち

スローガン
「より、
そう、
ちから。」の下、お客さまのニーズや地域課題を起点に、お客さまと

から。推進サポーター」
を配置し、具体的な行動・取り組みを喚起しています。

地域によりそいながら
「東北電力グループだからこそ」の価値をご提案・ご提供することが

電力供給事業で培ったお客さまや地域の方々との信頼関係を基盤に、
これまでの取り組

必要であり、
これが東北電力グループブランド形成の源泉になると考えています。

みをより一層深化させ、
お客さまのご要望に
「より沿う」
サービスの創出や、地域の成長・発
で掲げ
展にしっかりと
「寄り添い」地域課題の解決に資する事業を展開し、
「よりそうnext」

「より、
そう、
ちから。」
をグループ従業員一人ひとりが日常業務において体現できるよう、

る
「東北発の新たな時代のスマート社会」
の実現を目指していきます。

東北電力や主要なグループ企業の中期計画に
「より、
そう、
ちから。」の視点を反映するとと
ありたい姿

“東北発の新たな時代のスマート社会”を実現！
お客さまに
「より沿う」
電力を切り口に、
生活・産業関連サービス等を充実

ス
マ
ー
ト
社

生活アシスト
サービス

会

実

現

太陽光発電の
有効活用

ニーズを
起点とした
新サービス等を

地域課題を
起点とした
新規事業等を

創 出

ニーズの
充足に向け

地域課題の
解決に向け

行 動

地域に
「寄り添う」
地域課題の解決に資する事業を展開

社会課題解決
まちづくり

電柱設置型
防犯カメラ

事

業

供

給

事

業

お客さまに
「より沿う」

地域課題を

63.9%

深化

力

発 掘

深化

電

お客さま
ニーズを

「よりそう」
行動率の推移
東北電力および東北電力ネットワークでは、社員が日々
の業務においてグループスローガン
「より、
そう、
ちから。
」
を意識した取り組みを行っているかを測るため、社内アン
ケートを実施。着実に行動率は上昇しているものの、
さら
なる行動の喚起のための働きかけを継続していきます。
地域に
「寄り添う」

40.0% 42.6%

46.6%

電力供給事業で培った
「信頼関係」
事業所周辺での地域貢献
（清掃活動、祭参加 等）

コンプライアンスの徹底

安全最優先での業務遂行

（
「東北電力グループ行動指針」
の遵守徹底 等）

2016年

2017年

2019年

2020年

Tohoku Electric Power Group

60

イントロダクション

特

集

トップメッセージ

東北電力グループとは

東北電力グループ中長期ビジョン

戦

略

企業価値創造を支える経営基盤の進化

財務情報

会社情報

人財（人は財“たから”）
人財戦略
経営環境の変化に柔軟に対応していくためには、多様な感性や価値観を持つ東北電力
グループの従業員一人ひとりの能力や資質を十分に引き出し、新しい価値創造につなげて
いくことが重要であると考えています。

働き方改革
これまで働き方改革では、勤務制度（在宅勤務、
フレックスタイム勤務）
の導入・拡大や、
ビジネスカジュアル全社展開等の取り組みを推進してきました。今後は、働き方改革で掲げ

そのため、企業グループワイドでの人財ポートフォリオに基づき、多様な人財の活躍を推

るスローガンである、
「みんながイキイキと働く元気な会社」
「人は財（たから）」
との考えに改

進し、事業戦略と人財戦略の連携を図りながらグループ全体での総合力発揮、企業価値

めて立ち返りながら、主に人財育成面・ICT環境整備面等の基盤整備を行っていくこととし

向上につなげていきます。

ています。
これらの基盤整備により、業務の見直しや長時間労働の削減、休暇取得促進などの
「時

人財育成

間づくり」
を一層推進し、
自律的なキャリア形成や、
より多様な人財が互いの価値観を尊重

2021年度は、事業環境の変化や最新の技術等に的確に対応していくため、自ら学び、

しながら活躍できる
「人づくり・職場づくり」
を推進していきます。

考え、行動できる人財を育成することを目的に、AIを活用した新たな教育プラットフォーム

さらに、
スマート社会実現の担い手として、
自らがイノベーション創出・付加価値を創出す

「T-next」
の運用を開始いたしました。
このT-nextにより、社員一人ひとりに合わせた学びを

ることを目指し、
デジタル・オンラインを活用した新しい勤務スタイルにより働き方改革を実

提供し、
自律的な学習を促進するとともに、従来集合形式で実施してきた研修をオンライン

践していきます。

教育に見直すことで、時間や場所の制約の受けない教育を提供し、社員一人ひとりがワー
ク・ライフ・バランスを実現しながら、
自律的にスキルアップを図れる環境も構築いたします。
ＩＴ分野をはじめとする最新
また、T-nextは、社外のオンライン学習プラットフォームから、
の学習コンテンツを常に取り込む仕組みを有しているため、
これによりデジタル領域を中心

施策

01

用し、エンゲージメント向上にも貢献
（みんながイ
キイキと働く元気な会社）
。

とする新たな領域の知識・スキルを備えた人財の育成を加速していきます。

T-nextを活用した教育の目指す姿
施策

制約的

02

（場所や時間の制約）

受動的

（会社維持による受講）

階層別

画一的

（個人差を考慮しにくい）

環境変化

集合型

自律型

分散型

個別最適型

施策

03
関連

新型コロナ対策を契機とした在宅勤務の拡大。在
宅勤務のルール周知や環境整備をすすめ、テレ
ワークをテコに社内業務のペーパーレスやオンラ
イン化を推進。全社で7割がフレックス勤務を活

設備の保守作業現場へ、事務所を経由せず自宅
から直行することで設備トラブルへの即応性を高
め、安定供給に貢献する取り組みをスタート。

社内研修や会議も原則としてオンライン化。デジ
タルIT人財の育成にも取り組む。

成長の原動力となる人財の育成
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ダイバーシティ＆インクルージョン
ダイバーシティ トップメッセージ

〜ひとりひとり・さまざまな

個性に、
「より、そう、ちから。」
〜

ダイバーシティ＆インクルージョンに関する考え方
当社を取り巻く経営環境が大きく変化している中で、多様化するお客さまのニーズへの対応力
を強化し、会社が成長を続けていくためには、性別、年齢、障がいの有無、雇用形態、国籍、人種、宗
教、信条、文化、性的指向、性自認等を問わず、多様な人財が能力を最大限発揮することができる
職場づくりが重要と考えており、
「 ダイバーシティ トップメッセージ」の下、その実現を目指し、女
性の活躍推進や障がい者の雇用などさまざまなテーマでダイバーシティ推進に取り組んでいます。

多様な人財が活躍できる職場づくり
当社が経営環境の変化に柔軟に対応していくためには、多様な感性や価値観を持った従業員

取締役社長 社長執行役員

一人ひとりの能力や資質を十分に引き出し、新しい価値創造につなげていくことが重要であると
考えています。そのため、管理職の登用等の中核人財の登用においても、性別、経歴、採用形態
等の多様性の確保とその能力を最大限に発揮することを目標としております。また、当社がお客
さまから選択され、地域社会から信頼されるためには、電気事業の担い手である従業員が使命感

私たちは
「地域社会との共栄」
を経営理念として、
お客さまや地域の皆さま一人ひとりに
向き合い、
スマート社会実現事業を通じて快適・安全・安心な暮らしと持続可能な社会づ
くりに貢献し、
そのパートナーとして選んでいただくことで地域とともに成長・発展すること
を目指しています。
そのために取り組むべき重要課題の一つが、人権の尊重とダイバーシティの推進です。
お
客さまのさまざまなライフスタイルや多様なニーズにお応えしていくためには、一人ひとりが
多様なバックボーン、個性、考え、経験を最大限に活かし、健康でイキイキと活躍することが
と考えています。
重要であり、
「ダイバーシティ&インクルージョンはイノベーションを創出する」
私たちは、多様な人財が働きやすい制度の整備・拡充や、意識醸成・組織風土づくりに
今後も積極的に取り組み、性別、年齢、障がいの有無、雇用形態、国籍、人種、宗教、信条、

を持って仕事に取り組むことが重要と考え、個々の従業員にとって働きがいのある職場づくりに
努めています。
「一般事業主
2020年4月に「次世代育成支援対策推進法」および「女性活躍推進法」に基づく
行 動 計 画 」を策 定し、
「2025 年 3 月末までに、普 通 休 暇 取 得 率を8 割 以 上とする
（全 社 平 均）
」
「2025年3月末までに、女性管理職数を2019年度期首比で1.5倍以上とする」
という数値目標を
掲げました。本計画に基づき
「仕事と家庭の両立支援」
と
「キャリア形成・活躍支援」
に向けた取り組
みを充実させることによって、性別・年齢等を問わない多様な人財が活躍できる職場づくりを進め
ていきます。
また、当社はこれまでも、多様な人財が能力を最大限発揮することができる職場づくりと活躍支
援に向けた取り組みとして、在宅勤務制度、フレックスタイム制度といった各種勤務制度の導入・拡
大やキャリア形成意識の醸成・仕事と家庭の両立支援に向けた研修等に取り組んでおり、その取り
組みの成果として、2020年に宮城労働局より同法に基づく認定
「くるみん認定
（3回目）
「
」えるぼ
し認定
（2段階目）
」
をそれぞれ受けています。

文化、性的指向、性自認等に関係なく、働くすべての人がイキイキと活躍できる企業を目指
します。
そして、
こうした取り組みを通して、
お客さまや地域の皆さまの快適・安全・安心な暮らし
の実現によりそい、
お力となれるよう取り組んでまいります。

東北電力株式会社 一般事業主行動計画

https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1214339_2521.html
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企業グループ一体となった女性活躍推進への取り組み

人権意識の向上

企業グループの女性管理職を対象に、
性別にかかわらず、
従業員がさらに能力を発揮できる

社内に担当役員を責任者とする
「人権教育推進委員会」
を設置して人権啓発推進体制を明

職場風土づくりや女性管理職のさらなるモチベーション向上、
人的ネットワーク形成支援に向

確化し、
社員の人権意識向上を図るとともに、
差別を許さない環境づくりを推進しており、
1994

けて、
企業グループ大での情報交換会を実施しています。

年度から人権意識の向上を目的とした講演会や教育を実施しています。
こ
2020年12月には、

企業グループ代表者による
「私とし
交流会では社外取締役 宮原育子氏による講演のほか、

れまで実施した人権講演会の講演内容を社内および企業グループのイントラネットに掲載し、

ごと」
をテーマにしたプレゼンテーションや10年後を

企業グループを含めた全従業員を対象に人権意識の浸透・啓発活動を実施しております。
今後

見据え、
「なりたい自分・東北電力グループのありた

も、
企業グループを含めた従業員一人ひとりの人権意識の向上に取り組んでいきます。

い姿」
をテーマに活発な意見交換が行われました。

関連

今後も多様な人財が活躍できる職場環境づくりに

障がい者雇用への取り組み

向けて企業グループ大での継続した取り組みを展開
していきます。

人権の尊重

Sustainability Data Book 2021 P25-26

障がいのある従業員が働きがいや活躍の場を広げ、積極的な社会参加を実現するため、
オンラインで開催した企業グループ女性管理職情報
交換会[宮原社外取締役
（左最上段）
]

ダイバーシティ・マネジメントの推進
管理職を対象とした研修において、
ダイバーシティ推進の必要性について学ぶとともに、
性別・年齢にかかわらず、部下一人ひとりの価値観の違いを理解した上での適切な支援や
期待の伝え方について、スキル習得と理解促進を図っています。
また、“みんながイキイキと

安全かつ安心して働くことができる職場環境の整備に努めるとともに、積極的に障がい者
雇用を促進していきます。

健康経営

関連

障がい者雇用への取り組み

Sustainability Data Book 2021 P27

一人ひとりの心とからだの「健康づくり」
による健康経営の実践
当社では、疾病の予防および改善に向けた早期対応の充実を図ることで、“従業員一人

働ける職場づくり”に向けた
「アクションプラン」を作成し、各職場において対話をする等、

ひとりが健康でイキイキと働く元気な会社”を目指し、健康経営を推進しています。具体的に

積極的に取り組みを進めています。

は、年度ごとに
「健康推進基本方針」
を策定し、本店・支店・支社・第一線事業所が連携し、
管理職・産業医・健康推進スタッフ・従業員が良好なコミュニケーションを図りながら、従

仕事と家庭の両立支援に向けた取り組み

業員一人ひとりの心とからだ両面にわたる健康づくりの推進に向けて取り組んでいます。

育児休職から復職した男女従業員を対象に、
キャリア形成意識の醸成や今後のライフイ

「健康推進基本方
また、従業員の健康維持に、
より組織的に取り組むべく、
2020年度から

ベントを見据えた中でのモチベーション向上を目的とした研修を実施しています。育児期社員

針」
に①生活習慣病対策、
②喫煙対策の促進、
③メンタルヘルス対策に関する数値目標を設定

が抱える悩みや課題を共有した上で、所属長との対話を行い、各職場においても仕事と家庭

しPDCAサイクルの強化を図ることとした点等が評価され、
経済産業省と日本健康会議が合同

の両立やキャリアアップに向けた支援に取り組んでいます。

で実施する
「健康経営優良法人2021
（大規模法人部門・通称ホワイト500）
に認定されました。

また、管理職を対象に、育児期の女性社員の育成支援に向けたパンフレット
「キャリアと育
児の両立支援管理職向けManual」
を配布し、
両立支援に努めています。
関連

ダイバーシティの推進

Sustainability Data Book 2021 P27

健康経営の実践により、今後も従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化
を図っていきます。
関連

健康経営

Sustainability Data Book 2021 P31
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安全
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する
安全への取り組み
「労働安全」
と
「設備保安」
は、東北電力グループが事業活動を行っていく上での基盤とな
ります。当社グループの変わらぬ使命である低廉で品質の良い電気を安定してお客さまの
元にお届けするために、
お客さまの安全と地域の安全を確保することが、信頼を得るための
第一歩と考えています。

安全最優先の企業文化の構築
安全確保の徹底と業務品質の向上に向けた取り組み
「安全確保の徹底と業務品質の向上を図る企業文化の定着」
を目指し、全社的な保安レ
ベルの向上や、原子力の品質マネジメントシステムの継続的な改善を図っています。
また、安全の確保は全ての事業活動において最優先事項であるとの認識に立ち、
これま
で以上に企業グループが一体となって安全最優先の企業文化を構築することが重要である

そのために原動力となる全ての従業員が安全に活躍できる環境を整え、
「より、
そう、
ちか
ら。」
を実践していくことで信頼され選択される企業グループを目指していきます。

「東北電力グループ安全・保安方針」
を制定し、労働安全・設
との考えの下、2020年4月に
備保安に関わる取り組みの充実を図っています。

これからも安全に係る方針の下、何事にも優先して、
「安全を大切にする企業グループ」
と
しての企業文化の構築に取り組み、企業価値の向上を図っていきます。

「ゼロ災」の達成に向けた安全管理の取り組み
労働災害の減少を図るため、労働衛生管理の国際的な標準手法である
「労働安全衛生
マネジメントシステム」
を導入し、安全管理の自律的、継続的な改善に努めており、各事業所

「安全」への取り組みと企業価値向上との関係性

が主体的に管理を行い、事前に潜在的な危険・有害要因を除去・低減することで労働災害

信頼され選択される東北電力グループへ

の未然防止を図っています。
また、労働災害が発生した場合には、
その背景要因にまで踏み込んで根本的な原因を追
及し、効果的な再発防止対策を立案するとともに、社内で共有化し類似災害の防止に努め

の実践

低廉で品質の良い電気の安定供給

ています。

従業員の原動力の維持

設備の保安確保ヘの取り組み
過去に発生した不適切事例を繰り返さないために、各部門における自主保安活動の取り

安全最優先
従業員の安全

お客さまの安全

地域の安全

組み状況について、安全・保安推進会議、原子力安全推進会議、企業倫理・法令遵守委員
会に報告し、計画通りに実施されていること、
自ら気づき、直す仕組みが行われていること、
対話活動など活発なコミュニケーションが図られていることを確認し、
自主保安活動を一

労働安全

設備保安

層定着させるよう努めています。
また、
自主保安活動の取り組みにより設備保安を確保することで、
お客さまや地域の安
全確保を図っています。

関連

自主保安活動の定着に向けた取り組み

Sustainability Data Book 2021 P34
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レジリエンス
災害対応の経験・教訓をもとに対応力を強化
東北電力ネットワークでは、東北6県と新潟県という国土の約2割を占める
「広範囲なエ

化していきます。

リア」
と
「厳しい自然条件」
の中において、
お客さまに低廉な電力を安定的に供給することを

東北電力ネットワークとしては、
引き続き効率的な設

最大の使命とし、事業を展開しています。

備形成に努め適切に保守・管理を行うとともに、過去

また、東日本大震災など、幾多の自然災害を経験し、
ノウハウや技術力を積み上げてきま

の自然災害から得られた教訓をハード面、
ソフト面の

した。
それらの災害から得られた教訓をもとに、頻発・激甚化する自然災害への対応力を強

対策に反映することで安定供給に努めていきます。

日々の点検・修繕と、対応力を維持・向上させるための訓練を実施

新技術・デジタル技術を活用した効率的な設備の保守・運用

日頃から電力設備の点検や保修工事、高経
年化した設備の計画的な更新などに取り組
み、
お客さまに電気をお届けする設備の維持・
管理を行っています。
また、
さまざまな訓練を通じて、
技術継承ならび
に技術力・災害対応力の向上を図っています。

ドローンやIoTデバイス等の新技術・デジタル技術を活用し、
より一層設
備を効果的・効率的に保守管理できるよう取り組んでいます。特に、
山間部
等の立ち入りが困難なエリアでは、
ドローンを活用した効率的な設備点検
を行うことを目的に、電柱位置を把握するためのナビゲーションアプリや、
急斜面や起伏が激しい地形上においても安全に飛行可能となる自律航行
アプリの実証実験を行っています。

停電が発生したら速やかにお客さまへお伝えするために
停電が発生した場合に迅速にお客さまへお伝えするツールとして

2020年4月より東北電力ネットワークのTwitter公式アカウントを開設

し、
災害時における停電情報や復旧作業の様子などを発信しています。
「東北電力ネット
さらに、
2020年10月からはスマートフォン向けアプリ
ワーク停電情報」
を公開し、
停電情報の迅速な発信に努めています。

原子力災害時における外部電源復旧訓練
原子力災害発生時を想定し、防護服を着用
した状態で原子力外部電源事故の復旧を模
擬した訓練を実施することにより、
さまざまな
状況下を想定した原子力外部電源復旧作業
の習熟を図っています。

東日本大震災10年目の風化防止・
伝承活動
海上自衛隊
（大湊地方隊）
との協定
イオン
（株）
、
東日本高速道路
（株）
との協定
陸上自衛隊（東北・東部方面隊）
との協定
海上自衛隊
（舞鶴地方隊）
との協定
対策本部の分任体制構築
北海道電力
（株）
と原子力災害に関する協定
東北6県と新潟県内の98%の自治体と
日本建設業連合会東北支部との協定
東京電力HD
（株）
と原子力災害に関する協定
災害協定を締結（2021年5月現在）
地震被害推定システムの開発
空輸対応型低圧応急用電源車「灯（ToMoS）」
の導入

2010

2011

2012

2011年東日本大震災

2011年新潟・福島豪雨
訓練

複合災害想定訓練
（訓練年2回化）
関連

P84

2013

2014

2015

2016

2017

2016年台風10号
2016年熊本地震（応援）

2018

2019

2020

2018年北海道胆振東部地震（応援）
2019年台風19号
2019年台風15号（応援）

レジリエンスの強化

レジリエンス強化の変遷
（東北電力・東北電力ネットワーク）

2021

2021年福島県沖地震

複合災害想定訓練
（シビアアクシデント想定）

防災におけるガバナンス体制
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地域への貢献
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する地域への貢献活動
企業グループが一体となった地域に寄り添う取り組み

地域社会から信頼され、選択される東北電力グループへ

東北電力グループは、経営理念である
「地域社会との共栄」
とグループスローガン
「より、
そう、
ちから。」
に基づき、
エネルギーを中心としたサービスの提供等を通じてスマート社会

東北・新潟の発展

の実現に取り組むことで、地域や社会が直面する課題を解決し、社会の持続的な発展とと

東北電力グループの成長

もに成長することを目指しています。
や
この考え方の下、地域が抱える課題の解決に向けたサポートを行う
「まちづくり元気塾®」

社会貢献活動

「東北・新潟の活性化応援プログラム」
を代表とする地域活性化支援事業のほか、社会貢

次世代支援プロジェクト
「放課後ひろば」

献活動などを通じて、地域の持続的な発展に地域社会の一員として取り組むとともに、従
業員一人ひとりが絶え間ないコミュニケーション活動を展開し、地域社会と協調を図り、信
頼関係の構築を目指しています。

地域活性化支援

事業所周辺の地域活動

など

まちづくり元気塾®
東北・新潟の活性化応援プログラム
国際協力・交流活動の推進 など

地域の課題解決に資する取り組みをはじめとした地域に

施策の展開

地域社会との協調・協力

TOPICS

施策の取り組み実績

「東北電力奥会津水力館 みお里 MIORI®」がオープン
東北電力グループは、再生可能エネルギーを将来の電源ポートフォリオの一翼を担う電源
と位置付け、新たな開発や事業参画に取り組んでいます。

ジも設置しています。奥会津地域の

2020年度 社会貢献活動

まちづくり元気塾®支援団体

2006〜2020年度まで

41

593

団体

件

東北・新潟の活性化応援プログラム助成団体

参加人数
（社外）

代会長白洲次郎が関わった只見川流域の電源開発の紹介に加え、アートギャラリーや地域の

季折々の水面の景色を望めるラウン

地域活性化支援

実施件数

2020年7月、福島県金山町に当社としては初めてとなる本格的な水力発電のＰＲ施設
「東北電力奥会津水力館 みお里 MIORI 」
® を開館しました。水力発電の仕組みや、当社初
方々が利用できる
「企画展示室」
、四

社会貢献活動

53,000

約

人

2017〜2020年度

28

団体

活性化にも貢献する施設となるよう
努めていきます。

東北電力奥会津水力館 みお里 MIORI®
https://okuaizu-suiryokukan.jp/
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地域への貢献

地域課題解決や地域活性化に向けた支援
や
「東北・新潟の活性化応援プログラム」
などを通じて、地域の方々と課題解決や地域活性化に取り組み、東北6県および新潟県の魅力ある地域づくりを支援すると
当社は
「まちづくり元気塾®」
ともに、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
で掲げる“東北発のスマート社会”の実現に向けて取り組んでいきます。

まちづくり元気塾

®

「まちづくり元気塾®」
は、東北6県および新潟県で、地域活力の再生や自立に向けて地域が直面する課題解決に取り組む団体に、地域の
ニーズに即した専門家「まちづくりパートナー」
を派遣し、個性あふれるまちづくりをサポートする制度です。

2021年度は新たに「地域課題 デジタルイノベーション」をテーマに、地域コミュニティの活性化に資するデジタル技術の導入・運用を支
援することで、
その効果や課題等について検証するとともに、各分野の専門家と連携し、新たな地域活性化支援のあり方について検討を深
め、実践していきます。

まちづくり元気塾®
https://www.tohoku-epco.co.jp/genki/

東北・新潟の活性化応援プログラム

「東北・新潟の活性化応援プログラム」
は、東北6県および新潟県の各地で、地域産業の振興や地域コミュニティの再生・活性化、交流人
口の拡大など、地域の課題解決に向けて自主的な活動を行っている団体を助成金によりサポートする制度です。

2021年度は、当社70周年事業の一環として、従来の7団体（100万円1団体・30万円6団体）に加え、新たに1団体に対し70万円（70周
スマート社会の実現を意識しデジタル技術の活用
年記念助成金）
を助成します。新たに設定する1枠については、従来の審査基準に加え、
などもサポートします。

東北・新潟の活性化応援プログラム

https://www.tohoku-epco.co.jp/sprogram/

社会貢献活動

国際協力・交流活動の推進

当社は地域の未来を担う子ど

当社は、国際交流を通じ地域

もたちの健やかな成長を応援す

の 発 展 に お 役 に 立 てるよう、

る活動や、事業所周辺での活動

ASEAN諸国からの技術研修生

などを通じて、地域の一員として

受け入れや、東北日本カナダ協

地域の皆さまとの信頼関係をよ

会の運営や東北と諸外国との交

り強固にしていく活動を展開して

流促進を図る諸団体への協力な

います。

どを通じた国際協力・交流活動
中学生作文コンクール

事業所周辺での地域活動
（山形花笠まつり）

を推進しています。

海外電力調査会が実施する
ASEAN研修への協力

「東北日本カナダ協会」
の運営

放課後ひろば

https://www.tohoku-epco.co.jp/kids/after_school/
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地域への貢献
東北電力企業グループ各社においても、地域社会の一員として社会貢献活動を数多く行っています。
東北インフォメーション・システムズ
（株）

東北電機製造
（株）

東北天然ガス
（株）

東北インテリジェント通信
（株）

フードドライブ活動

震災復興記念樹の贈呈

ガスパイプライン沿線の環境美化活動

ネーミングライツの取得

従業員の家庭で眠っている未利用食品を職場の回収
ボックスへ持ち寄る
「フードドライブ活動」
を全社で実施
は、災害備蓄品の非常
しました。
回収した食品
（39.3kg）
食入替分
（1,260食）
とあわせ、仙台市フードドライブ事
業を通じ、生活困窮者支援を行っている団体・福祉施設
へ配付しました。

復興を共
東日本大震災から10周年の復興の印として、
に歩んだ地元自治体の多賀城市に対し、記念樹「ホオノ
津波により甚大な被害
キ」
を2021年4月に贈呈しました。
を受けた多賀城市の復興と今後のさらなる発展を祈念し
ています。

毎年、春から夏にかけて宮城、山形および福島3県の
都市ガス事業者さまならびに大口のお客さまへ天然ガス
の徒歩巡
を供給するガスパイプライン
（総延長約50km）
視に併せて、環境美化活動の一環としてパイプライン沿
線の清掃活動を実施しました。

2017年度より仙台市民会館のネーミングライツを取
得し、
「トークネットホール仙台」
の愛称の下、地域の皆さ
まに親しまれています。
また、来館される方が自由に利用
できる公衆Wi-Fi環境を提供するなど、利便性向上にも
トークネットホールにて
努めています。
2021年2月には、
協賛コンサートを開催しました。

東北自然エネルギー
（株）
「グローバルウインドデイin能代」
への参画

風力発電所が所在する能代市において、市内の風力
発電事業者や能代市などとともに、地元の皆さまから再
生可能エネルギーへのご理解と風力発電に慣れ親しみ、
関心を持ち続けていただくためのイベント
「グローバルウ
インドデイin能代」
に2014年から参画しています。

（株）
東北開発コンサルタント

（株）
ユアテック

酒田共同火力発電
（株）

巨大クリスマスツリー設置協力

煙突等のライトアップ

「勿来ゆめライト」
のライトアップ

青森市内で開催された
「CHRISTMAS MARKET in
アスパム2020
（2020年12月11〜25日）」の巨大クリス
マスツリー設営作業に協力。青森営業所配電課6人が高
所作業車2台、
穴掘建柱車1台を使用し、
高さ10ｍのクリ
スマスツリーの組み立てと電飾設置を、安全最優先で実
施しました。

2017年度より発電所構内に省エネ型LED照明設備
を設置し、
地域のイベントや祝祭日に合わせ煙突をはじめ
とする発電設備のライトアップを実施しています。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため治療
にあたる医療従事者の皆さまに感謝の気持ちを表すため
2020年4月29日〜5月6日に“ブルーライトアップ”を実施
しました。

集合煙突におけるライトアップ
（愛称
「勿来ゆめライト」
）
を行政や関係団体の協力の下、実施しています。地元の
高校生にデザインのご協力をいただき、
毎月個性豊かなラ
イトアップを行っています。
2020年度は特別点灯として
「交通安全運動」
「火災予防運動」
「東京2020オリンピッ
ク聖火リレー記念」等、地域と連携しさまざまなライトアッ
プを実施しました。

東日本興業
（株）

常磐共同火力
（株）

東北発電工業
（株）

北日本電線
（株）

災害時における応援協定に基づく活動

エコキャップ活動

障がい者の芸術活動を支援

北日本電線スクールコンサート

（一社）宮城県測量設計業協会等を通じた自治体との
災害時における応援協定に基づき、
河川や道路等の公共
インフラ施設の早期復旧に向けた被害状況調査への協
力を行っています。近年は、
「2019年の台風第19号」や
「2021年の福島県沖地震」
における被害状況調査を実
施しています。

2018年6月より、電力ビルに入居している企業グルー
プ等のテナントに協力をいただきながら、
ペットボトルの
キャップを回収・売却することで発展途上国の子どもたち
にワクチンを届ける取り組みを実施しています。
本取り組みは、
キャップの再資源化や環境保全、
キャッ
プの洗浄等の委託を通じた障がい者の就労支援等につ
ながるため、今後も継続して取り組むこととしています。

（公社）東北障がい者芸術支援機構が掲げる
「障がい
のある人の芸術活動の普及と振興を図り、芸術活動を通
した生きがいづくりの促進」
などの活動目的に賛同し寄付
を行っています。
同機構主催の
「第6回 Art to You！ 東北
障がい者芸術全国公募展」
が2020年11月5〜8日にわた
り、
仙台市のせんだいメディアテークで開催されました。

「仙台フィルハーモニー管弦楽団」
のコンサートを毎年
開催。本コンサートは、2か所の製造拠点が立地する宮
城県柴田町の小学校6校を毎年2校ずつ、
3年かけて全
コロナ禍でさ
校を回るよう開催しています。2020年度は、
まざまな制約のある中での開催となりましたが、200名の
児童が参加し、
大盛況でした。
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コーポレート・ガバナンス
取締役会議長メッセージ

1．取締役会議長就任のご挨拶
東北電力グループは
「地域社会との共

組むことで、地域や社会が直面する課題の
解決と、
自らの成長を果たしてまいります。
これまで培ってきた電力供給事業に加え、

2．当社のガバナンス体制と
取締役会の実効性向上

また、取締役会全体の実効性を高める
ために、毎年、取締役を対象に取締役会の
付議事項や運営方法、取締役の支援体制
などに関するアンケートを実施しています。

栄」
を経営理念に掲げ、社会の持続的な発

スマート社会実現事業に取り組んでいくに

当社は2018年6月に監査等委員会設置

展とともに成長することを目指しています。

あたっては、ESGを重 視した経 営 基 盤の

会社に移行し、経営の監督機能の強化を図

実効性向上に向けた取り組みは、PDCA

こうした中、東北電力グループの事業基盤

進化、
とりわけガバナンスの取り組みがそ

るとともに、取締役会から取締役への権限

を回すことに意義があると考え、今後も不

である東北・新潟では、人口減少や少子高

の土台になる重要な分野と認識しており、

委任を段階的に進め、意思決定の迅速化を

断の取り組みを継続していきたいと考えて

齢 化に起 因する社 会 課 題が他の地 域に

取締役会議長として取締役会の実効性向

図ってきました。
また、取締役の指名・報酬

います。

先んじて顕在化していくと考えており、東北

上を中心としたコーポレート・ガバナンスの

に関して客観性・透明性を確保する観点か

電 力グル ープ 中 長 期ビジョン
「よりそう

強化に意を用いているところです。

ら、指名・報酬諮問委員会を設置したほか、

next」に掲げるスマート社会の実現に取り

取締役会長（取締役会議長）

3．ステークホルダーの皆さまへ

中長期的な業績の向上と企業価値の増大

東北電力は、本年5月に創立70周年を迎

に貢献する意欲を高める業績連動報酬制

えました。私は会社人生の多くを原子力部

度を導入してまいりました。当社のコーポ

門で過ごすとともに、支店長などの経験を通

レート・ガバナンスは、
このようにして着実に

じて、電気をお使いいただくお客さまや地域

進化を遂げてきたと考えています。

の皆さまと日々接する中で得た教訓は、専

こうした体制面の強化に加え、取締役会

門的な技術力だけではなく、東北電力を支

における実質的な審議そのものに着眼点

えてくださっているステークホルダーの皆さ

を置くこともコーポレート・ガバナンスの観

まとの信頼関係こそが、私どもの事業活動

点から重要と考えます。
当社の取締役会で

のベースになっているということでした。

は、
さまざまなバックグラウンドを持つ社外

今後もステークホルダーの皆さまのご期

自由闊達で建設的な意見
取締役7名から、

待に応えていくために、経営の機動性、健全

をいただき、活発な審議が行われていると

性、透明性の観点からコーポレート・ガバ

感じています。
これからも取締役会議長と

ナンスの強化を推し進め、
東北電力グループ

して、社内取締役と社外取締役の自由な議

の持続的な成長と中長期的な企業価値の

論を促すよう意識した議事進行に努めると

向上に取り組んでまいりたいと考えています。

ともに、審議の論点の明確化や議題に関す

引き続き東北電力グループに対するご指

る事前説明の充実などの運営の工夫にも

導・ご鞭撻を賜りたく、
よろしくお願い申し

引き続き努めてまいります。

上げます。
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コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス

https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/policy/governance/index.html

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
必要に応じて開催する説明会の実施に加え、
当社ホームページや各種媒体等を通じ

当社は、
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および具体的な取り組みを

て、正確で有用性の高い情報を適時適切に開示します。

示すものとして、取締役会決議により基本方針を定めています。
当社は、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
で掲げた
「地域社会との共栄」

（2）当社は、会社法および金融商品取引法その他法令、ならびに当社「ディスクロー

の経営理念と
「より、
そう、
ちから。」
のグループスローガンのもと、
ステークホルダーとの対話

ジャーポリシー」等に従い、公正、詳細、
かつ平易な方法によって、財務情報および非

を重ねながら、
お客さまと地域によりそい、
エネルギーを中心としたサービスの提供等を通

財務情報等を開示します。

じてスマート社会の実現に取り組むことで、社会の持続的な発展とともに成長することを目

（3）
当社は、情報開示に際しては、合理的な範囲において、英語での情報開示にも努めて

指していくこととしています。
この方向性のもと、事業運営を適正に遂行していくために、企業倫理・法令遵守の徹底、
誠実かつ公正で透明性のある事業運営の推進、内部統制およびリスクマネジメントの充実

いきます。
4

取締役会等の責務

（1）取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締

など、
引き続きコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

役による客観的・中立的かつ多様な視点を取り入れながら、
当社の持続的な成長と

当社は、
コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題の一つであるとの認識に

中長期的な企業価値の向上に向け、役割・責務を果たしていきます。
また、取締役会

立ち、
ステークホルダーの期待に応えていくため、経営の機動性、健全性、透明性を高める

は、社外取締役による問題提起を含め、
自由闊達で建設的な議論・意見交換ができ

など、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みを進めていきます。

る場となるようにその気風の醸成に努めていきます。
かつ、株主の皆さまの負託を受け
（2）監査等委員会は、会社の監督機能の一翼を担い、

1 株主の権利・平等性の確保

て代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機

当社は、株主の皆さまの権利および平等性が実質的に確保されるよう、法令に基づき適

関として、
その職務を適正に執行することにより、健全で持続的な成長と中長期的な

切に対処するとともに、少数株主や外国人株主の皆さまにも十分に配慮し、
その権利を適

企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責

切に行使することができる環境の整備を進めていきます。

務を負います。

2

株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、安全の確保、環境への配慮、企業倫理・法令遵守を基盤に、様々なステークホ

ルダーとの双方向のコミュニケーションを通じた活動を重視し、持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目指します。
3

適切な情報開示と透明性の確保

当社は、法令に基づく情報の開示を適切に行うとともに、株主や投資家の皆さまをは
（1）

（経営機構の詳細はP71参照）
5

株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主総会以外の場に

おいても、株主の皆さまとの対話の場を設けるとともに、取締役・経営陣幹部は、当社を取
り巻く経営環境や、
当社の取り組みに対する理解が得られるよう経営方針等を分かりやす
く説明するよう努めるとともに、株主の皆さまとの建設的な対話の促進に努めていきます。

じめとするステークホルダーが必要とする情報について、代表取締役による会見や、
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財務情報

会社情報

コーポレート・ガバナンス
内部統制・コーポレート・ガバナンス模式図（東北電力（株））
1 取締役会

取締役会は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役7名を含む16名で構成され、原
則として毎月1回開催し、経営に関する重要な計画をはじめ、
当社の業務執行の重要事項を決定するとともに、取締役か
らの業務執行状況の報告および取締役の職務の執行について相互に監督しています。
また、取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役に委任するとともに、社長執行役員、
副社長執行役員、
常務執行役員
（あわせて役付執行役員という）
が業務執行を担う体制としています。

当社は、客観性・適時性・透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として、社内取締役2名（代表取締役会長
増子次郎、代表取締役社長 樋口康二郎）
および独立社外取締役4名
（監査等委員でない取締役 近藤史朗氏、
同上條
努氏、
同川野邊修氏、監査等委員である取締役 宮原育子氏）
で構成する指名・報酬諮問委員会（委員長：上條努氏）
を
設置しています。
なお、
「指名・報酬諮問委員会」
は、
「指名委員会に相当する任意の委員会」
および
「報酬委員会に相当す
る任意の委員会」
の双方の機能を担っています。

選任・解任

選任・解任

1

監査・監督

（非監査等委員）

答申
諮問

3 経営会議

役付執行役員により構成される経営会議を原則として毎週開催し、取締役会で定められた経営の基本方針に基づき、
全般的な業務運営の方針および計画ならびに重要な業務の執行について、協議しています。 さらに、
カンパニー制を導
入し、
「発電・販売カンパニー」
「原子力本部」
「ビジネスサポート本部」
の各カンパニー・本部により、
自律的な業務の展開
を図るなど、
適正かつ効率的な業務プロセスの構築を推進しています。

監査等
委員会室

指揮命令・報告

取締役社長
社長執行役員
3

5

監査

連携

原子力考査室

サステナビリティ推進会議

指揮命令・
報告

内部監査部門
考査室

サステナビリティ推進体制

経営会議

企業倫理・法令遵守体制

本店

企業倫理・
法令遵守委員会

（カンパニー長・本部長・室部長）

ビジネスサポート本部

間接部門

原子力本部

企業倫理相談窓口
（社内・社外）

リスク管理体制
統合リスクマネジメント
会議

監査

監査

危機管理委員会
指揮命令・
報告

事業所（事業所長）
支店・支社・
発電所・営業所等

原子力安全推進会議

指示・報告

当社は、考査室が業務全般にわたり、組織制度や管理体制の有効性・妥当性、業務運営の経済性・効率性や設備保安
活動の有効性・効率性等に係る内部監査などを実施し、原子力考査室が原子力発電の安全性の確保と信頼性向上に係
る内部監査を実施しています。
内部監査は、
当社、子会社および主要な関連会社からの聞き取り、書類の調査および現場
確認などの方法により実施しています。
内部監査結果は、社長執行役員、経営会議、取締役会および監査等委員会に報
告するとともに、改善を要する問題点等について、関係部門に改善を促しています。
また、監査等委員会および会計監査
人と連携・協力し、
内部監査の実効性の向上に努めています。
なお、
内部監査部門は各執行機関より独立し、考査室およ
び原子力考査室は社長執行役員に直属した組織形態となっています。

指名・報酬諮問委員会

連携

発電・販売カンパニー

5 内部監査部門

監査
2

連携

業務執行・統制体制

4 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員4名のうち3名を社外監査等委員としており、経営監視機能の客観性および中立性を確
保しています。
また、経営会議等重要な諸会議への出席、業務執行部門からの職務執行状況の聴取、事業所への往査、
内部監査部門との連携等を日常的に実施することにより、監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員1
名を選定しています。監査等委員会は、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催しており、監査・監督を担う
機関として必要事項の審議・報告を行っています。
常勤の監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等重要な会議に出席するとともに、業務執行部門からの職務執行
状況の聴取や重要な書類の閲覧、事業所における業務および財産の状況の調査等を実施し、取締役の職務の執行およ
び内部統制システムの整備・運用状況などに関する監査の充実に努めています。
また、代表取締役との懇談会への出席の
ほか、
内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換などを行うとともに、関係会社監査役との連携を強化するな
ど、監査効果を一層高めるよう努めています。特に、
内部監査部門および会計監査人との連携の強化に関しては、常勤監
査等委員、
内部監査担当役員、会計監査人が一堂に会する三様監査合同会議を開催しています。
さらに監査活動で得ら
れた情報を適宜、
社外監査等委員に情報提供するなど、社外監査等委員とも十分な連携を図っています。
社外監査等委員は、取締役会のほか、代表取締役との懇談会に出席し、
それぞれの豊富な経験などを踏まえて幅広い
観点から忌憚のない質問や意見を述べるとともに、事業所等を訪問し業務状況の調査を実施しています。
そのほか、宮原
監査等委員は、
任意の委員会である
「指名・報酬諮問委員会」
に委員として出席しています。
なお、監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、監査等委員会の職務を補助
するための専任組織として、監査等委員会室を設置しています。

監査等
委員会

4

報告

報告

会計
監査の
相当性の
判断

取締役会

取締役

監督

選任・解任

会計監査人

2 指名・報酬諮問委員会

株主総会

市場リスク管理委員会
環境マネジメント
委員会
連携

安全・保安推進会議
※代表的な会議体を記載

チェック
報告

グループ会社
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会社情報

コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス体制の変遷
機動的な事業運営を目指したガバナンス強化に着手

コーポレート・ガバナンス・コードを踏まえたガバナンス改革を推進

・取締役の員数削減、任期短縮

・社外取締役の複数選任

・執行役員制度導入

・取締役会の実効性評価開始

・株式報酬型ストックオプション制度導入

・任意の指名・報酬諮問委員会設置

2005年4月〜2015年3月
統治体制

取締役会議長

役員指名

取締役会の実効性評価

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
社外取締役
※

は取締役員数に対する社外取締役の比率

社外監査役

・業績連動型株式報酬制度の導入

2018年4月〜

2018年6月

任意の指名・報酬諮問委員会を設置
（社内2名、社外2名）

取締役会長

・監査等委員会設置会社への移行

監査等委員会設置会社へ移行

2017年1月

取締役会長

指名・報酬諮問委員会の社外委員を増員（社内2名、社外4名）

2020年1月

指名・報酬諮問委員会の委員長として社外取締役を選定
取締役会長

2018年4月

役付執行役員の新設

執行役員制度導入
定款上の取締役員数を25名以内から
18名以内に削減

2018年6月

取締役会から取締役へ権限の一部を委任

2020年4月

取締役会から取締役への権限委任範囲のさらなる拡大

2015年11月

2007年6月

社外取締役の独立性判断基準を制定
取締役指名の方針を制定

取締役の任期を2年から1年に短縮

2007年6月
役員報酬

・女性取締役の選任

2018年6月

監査役会設置会社

2005年6月
監督と執行の分離

・役付執行役員の新設

2015年4月〜2018年3月

監査役会設置会社

委員会

激変する経営環境を踏まえたガバナンスの深化

役員退職慰労金の廃止
2010年6月
株式報酬型ストックオプション制度導入

2020年11月

取締役に求められる能力資質を明確化

2020年6月

2015年11月

取締役の報酬決定の方針を制定

業績連動型株式報酬制度の導入
株式報酬型ストックオプション制度廃止

2016年2月

取締役会の実効性評価を開始（アンケート
形式）

2015年11月

2020年3月

制定

2013年6月〜
1名 6%

「コーポレート・ガバナンス基本方針」策定

2016年6月〜
2名 13%

2018年6月〜
6名 35%
監査等委員3名

2019年6月〜
6名 35%

監査等委員3名
（うち女性1名）

2020年6月〜
6名 40%

監査等委員3名
（うち女性1名）

2021年6月〜
7名 44%

監査等委員3名
（うち女性2名）

3名
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コーポレート・ガバナンス
取締役会が経営陣幹部の選解任と
取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
当社は、
地域とともに成長し、
地域に必要不可欠な東北電力グループであり続けるために、
将
来のさまざまな経営環境の変化に能動的に適応し、
ステークホルダーとの対話を重ねながら、
当社としての独自の価値を地域とともに創り上げる経営を目指していくこととしています。
こ
の方向性のもとで事業運営を適正に遂行していくため、取締役の指名・解任を行うにあたっ
ての方針および手続を以下のとおりとしています。
方 針
取締役会は、電気事業を営む会社に求められる実効性ある経営体制を構築することおよび実質的な議論や業務執
行に対するモニタリング機能を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本とし、
その員数は定款に
定める18名以内の適切な人数とする。
取締役の選定および解任にあたり、複数の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会において審議し、客観性・
適時性・透明性を確保する。
社内取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）
は、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
の実現に向けて、
・先見的ビジョンや創造的ビジネスモデルを構想し、組織を牽引する
「構想力」
・知識・経験やプリンシプルに基づき、
自らの責任のもと意思決定を行う
「決断力」
・社内外の叡智と資源を結集させ積極果敢に挑戦し、粘り強く目標を達成する
「完遂力」
・鋭い感覚でビジネスチャンスを発掘するとともに、
リスクの兆候を見逃さない
「感知力」
・高い道徳観と公益事業を担う強い使命感を併せ持つ
「高潔性」
を有する者で、専門性が高く幅広い業務領域を有するという電気事業の特性等を踏まえた技術的な専門性や豊富
な業務経験、電気事業の経営全般に関する知見、
ならびに新たな事業分野に関する知見など、専門分野等のバラン
スを考慮して、各分野に精通した者の中から選定する。
社外取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）
は、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経
済動向等に関する高い識見を基に、取締役会での適切な意思決定および経営監督の実現を図ることができるかどう
かを重視して選定する。
監査等委員である取締役候補者は、経験や識見を活かし監査等委員としての職務を適正に遂行し、取締役の職務
執行の監査・監督ができるかどうかを重視して選定する。
このほか、監査等委員である社外取締役候補者は、客観的
かつ中立的な監査・監督ができるかどうかも重視して選定する。
社外取締役候補者の独立性の有無は、
当社が定める
「社外取締役の独立性判断基準」
に照らし、判断する。

手 続
上記の方針等を踏まえ、
より客観性・適時性・透明性を確保する観点から、複数の独立社外取締役を含み、
かつ独
立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定する。
また、
監査等委員である取締役候補者については、取締役会付議の前に、監査等委員会の同意を得る。
なお、監査等委
員会は、取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）の選任について、監査等委員会としての意見を
決定のうえ、株主総会でその意見を述べることができる。

取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続
取締役（監査等委員であるものを除く。）
の報酬を決定するにあたっての方針および手続
を以下のとおりとしています。
方 針
取締役（監査等委員であるものを除く。）
の報酬は、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
の実現に向けて、報
酬と業績および株式価値との連動性をより明確にすることにより、
取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢
献する意欲を高めることを目的として、
以下の方針により決定する。
報酬体系は、固定報酬、短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬で構成し、報酬額の水準は、
当社の業績や経
営環境等を勘案し、
他の上場企業の報酬水準も参考に、
役職ごとに決定する。
固定報酬、短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の報酬全体に占める支給割合は、業績向上のインセンティ
ブ付与の観点から、
目標達成時において、
それぞれ7割程度、1割程度および2割程度とする。
固定報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、
年額を決定し、
金銭をもって月次で支給する。
短期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業績目標の達成度に応じて変動し、金銭を
もって年次で支給する。
中長期業績連動報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、在任中に年次でポイントを付与し、退任時
に信託型株式報酬制度を通じて1ポイントあたり当社普通株式1株を支給する。付与するポイントは、固定ポイントお
よび業績目標の達成度に応じて変動する業績連動ポイントとする。
なお、対象者に株式交付規程所定の一定の非違
行為等があった場合、
それが受益権確定日前に判明したときは当社普通株式の支給は行わず、
また、
受益権確定日後
に判明したときは支給相当額の返還を求めることができることとする。
短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬のうち業績連動ポイントに相当する部分の指標は、東北電力グループ
中長期ビジョン
「よりそうnext」
における財務目標である連結キャッシュ利益（外的な変動要因である燃料費調整制度
のタイムラグ影響等を除いた額。
）
とし、
目標値は毎事業年度とも3,200億円とする。支給額等については、
目標達成度
等に応じて変動する。
業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、
固定報酬のみで構成する。
各人への配分は、役職ごとの役割の大きさ、
各人の事務委嘱や職務の内容および責任範囲に応じて決定する。

手 続
各人の支給額等については、業務全般を統括する社長による決定が適切であることから、毎年、取締役会における社
長一任の決議を経て、社長が決定する。
なお、
当該社長一任の決議は、客観性・透明性を確保する観点から、複数の
独立社外取締役を含み、
かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会での審議を経て行う。
また、
上記一任を受けた社長による各人の支給額等の決定は、予め、指名・報酬諮問委員会での審議を経て定められた取
締役（監査等委員であるものを除く。）
に対する支給額等の総額の範囲内において行われるものとし、支給実績を指
名・報酬諮問委員会に報告する。
なお、監査等委員会は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬について、監査等委員会としての意見を決
定のうえ、株主総会でその意見を述べることができる。

監査等委員である取締役の報酬を決定するにあたっての方針および手続を以下のとお
りとしています。
業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみで構成し、株主総会において
承認された総額の範囲内で、金銭をもって月次で支給する。各人の支給額については、監査等委員である取締役
の協議により決定する。
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指名・報酬諮問委員会委員長メッセージ

役員の報酬等
（2020年度）
金銭報酬
固定報酬

役員区分

非金銭報酬
短期業績連動報酬

中長期業績連動報酬

支給員数
（名）

支給額
（百万円）

支給員数
（名）

支給額
（百万円）

13

337

8

39

8

75

5

70

̶

̶

̶

̶

取締役

（監査等委員員である
ものを除く）

監査等委員である
取締役

支給員数
（名）

支給額
（百万円）

）
（注）1．2021年3月31日現在の取締役の人数は、取締役（監査等委員であるものを除く。
11名（うち社外取締役3名）、監査等委員で
ある取締役4名（うち社外取締役3名）
でありますが、上記の報酬等には、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会終結
の時をもって退任した取締役（監査等委員であるものを除く。）2名および監査等委員である取締役1名を含んでおります。
2．上記のうち、社外役員８名に対する報酬等の総額は、72百万円であり、全て固定報酬であります。
3．株主総会決議による報酬限度額等は次のとおりであります。
固定報酬・短期業績連動報酬

取締役

（監査等委員であるものを
除く。）

年額516百万円以内

（うち社外取締役分は
60百万円以内）

（2020 年 6月25日開催の第 96回定時株主総会決議。決議に
係る役員の員数は11名。）

監査等委員である取締役

月額12百万円以内

（2018 年 6月27日開催の第 94回定時株主総会決議。決
議に係る役員の員数は4名。）

中長期業績連動報酬

社外取締役を除く取締役

（監査等委員であるものを除く。）

信託型株式報酬制度により、退任時に、
当社株式および当
社株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付を
行うものとし、3 事業年度ごとの信託拠出額として計 540
百万円以内、かつ、取締役に付与される1事業年度あたり
のポイント総数は40万ポイント
（40万株相当）以内

（2020年6月25日開催の第96回定時株主総会決議。決議に係る役員の員数は8名。）

最高経営責任者
（社長）
の後継者計画
取締役会は、最高経営責任者（社長）
の後継者育成にあたり、十分な時間と資源をかけて、
計画的に行われていくよう、適切に監督を行います。
なお、複数の独立社外取締役を含み、
かつ独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において、
当社を取り巻く経
営環境の変化等を踏まえつつ、後継者育成について計画的かつ継続的に議論し、客観性・
透明性を確保しています。

1 委員長としてのこれまでの取り組み

当社の指名・報酬諮問委員会は2016年
度に設置され、
6年目を迎えます。現在の委
員構成は、私を含めて社外委員4名、社内委
員2名です。
至近では、複数回にわたる議論を経て、東
北 電力グループ中長 期ビジョン
「よりそう

next」実現に向けた中長期の業績達成への
インセンティブとして役員に対する業績連動
型株式報酬制度を導入しました。
また、役員
に求められる能力資質として
「構想力、決断
力、完遂力、感知力、高潔性」
を掲げるととも
に、取締役会に必要なスキルを
「スキル・マト
リックス」
として明確化し、役員の指名にあた
り客観的かつ透明性ある選任が行われるよ
うに基準を策定しました。
このように、当社のガバナンス体制は、ス
テークホルダーの期待に的確に応えるべく、
着実に進化を続けています。
2 委員長として議論にあたり

専門的な実情や課題への理解を深めるとと
もに、取締役会や対話の機会を通じて次代
の役員候補層の能力や人柄についても把握
するように努めています。
3 今後の取り組みと委員長としての抱負

に掲げる電力供給事業の
「よりそうnext」
構造改革、スマート社会実現事業などへの
挑戦は緒に就いたばかりです。
また社会の要
請であるサステナビリティ経 営、カーボン
ニュートラルに対して、果敢にチャレンジする
必要があります。
現在、委員会では、後継者育成計画や役
員トレーニングの取り組みなどについて議論
しておりますが、
引き続き、役員が適切なガバ
ナンスの下で中長期的な企業価値向上に向
け、責任ある果敢な判断を下せるよう、委員
長として、役員とコミュニケーションを緊密に
図り、強い信頼関係を構築しながら、指名・
報酬面からも貢献してまいりたいと考えてい
ます。

心掛けていること

委員会の運営にあたっては、
活発で自由闊
達な議論の醸成に努めています。
社内の意見
を追認するのみではなく、多様なバックグラ
ウンドを有する委員が、
自身の経験や知識に
基づき忌憚なく発言し、多面的、本質的な議
論を進められるように取り組んでいます。
また、我々に託された使命を果たせるよう
に勉強会や現場視察などを通じ、各分野の
取締役（独立社外取締役）
指名・報酬諮問委員会委員長

上條 努
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取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の実効性に関し、毎年、取締役を対象としたアンケートを実施し、
その結果について取締役会に報告しています。取締役会では、
アンケート結果に基づき、現状認識や改善に
向けた意見等を共有のうえ、取締役会全体の実効性を評価するとともに、
さらなる実効性向上に向けた取り組み事項等について確認することとしています。
アンケート項目

評価結果の概要

アンケートの質問票の大項目は以下のとおりです。設問ごとに5段階で評価する方式とし、各
大項目には自由記載欄を設けています。

2021年4月28日開催の取締役会において議論した結果、当社取締役会は、2020年度におけ

Ⅳ.取締役会の運営等

Ⅰ.取締役会の人数・構成

ま
2021年2月に実施したアンケートでは、全体の平均点が前回・前々回を上回る結果となり、
た、全ての評価カテゴリーにおいて高い評価結果が得られました。
当該アンケート結果を踏まえ、

Ⅱ.取締役会への付議事項の範囲等

V．取締役・監査等委員の支援体制と情報提供等

Ⅲ.取締役会での意思決定および監督

Ⅵ．2020年度の重点取り組み

2020年度の取り組み
2020年度は、取締役会のほか、社外取締役を交えた懇談会の開催により、当社を取り巻く状
の具体化に向
況について取締役間で認識を共有するとともに、
中長期ビジョン
「よりそうnext」
けた議論の充実を図りました。
また、取締役会から取締役への権限委任範囲の拡大および、

2020年4月に分社した送配電会社（東北電力ネットワーク）をはじめとするグループ会社に対す
の運用を開始し、取締役会による当社企
るモニタリング体制（いずれも2020年4月に運用開始）

る取締役会の実効性は確保されていると評価いたしました。一方で、実効性をさらに高めていく
ための課題として、以下の事項について取り組んでいく必要性が認識されました。
①社内役員による経営会議での議論の概要について社外役員にも情報提供するなど、取締
役会での議論をより深めるための取り組みを進めること

②取締役会とは別に、当社経営課題等に関する社内役員から社外役員への説明機会を設
定するなど、社内外役員が課題認識を共有するための取り組みを進めること

当社取締役会は、上記の点も含め、取締役会の実効性の維持・向上に引き続き取り組み、取
締役会による適切な経営の監督を行うとともに、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

業グループ全体の監督機能強化を進めてきました。

取締役会の実効性評価プロセス
1
各取締役が取締役会の
実効性を評価
（アンケート形式）

2

3

4

5

評価結果の
分析と課題を抽出

課題解決に向けた
取り組みの計画を作成

計画内容等に関する
取締役会での審議

取り組みの
着実な実施
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取締役（2021年7月現在）
※出席状況は2020年度の実績です。
なお、加藤功氏、石山一弘氏および髙野広光氏は2021年6月25日に就任しました。

取締役会長

増子 次郎

取締役社長／社長執行役員

樋口 康二郎

Jiro Masuko

出席状況 取締役会

11/11（100%）

選任理由

取締役副社長／副社長執行役員

Kojiro Higuchi

出席状況 取締役会

11/11（100%）

岡信 愼一

取締役副社長／副社長執行役員

Shinichi Okanobu

出席状況 取締役会

11/11（100%）

選任理由

選任理由

山本 俊二

Shunji Yamamoto

出席状況 取締役会

11/11（100%）

選任理由

入社以来、原子力部門を中心とした業務経験を有し、執行役
員青森支店長や執行役員原子力部長を務めるなど、業務全般
に精通しています。
2015年6月から常務取締役を、2018年4月
また2021年4月から取
から取締役副社長 副社長執行役員を、
締役会長を務め、
当社における豊富な業務経験と電気事業の
経営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役
に選任しています。

入社以来、火力部門を中心とした業務経験を有し、原町火力
発電所長や執行役員火力部長を務めるなど、
業務全般に精通し
ています。
2016年6月から常務取締役を、2018年4月から取締役
常務執行役員を、
2019年6月から取締役副社長 副社長執行役
員を、
また2020年4月から取締役社長 社長執行役員を務め、
当社における豊富な業務経験と電気事業の経営全般に関する
知見を有していることから、
引き続き取締役に選任しています。

入社以来、企画部門を中心とした業務経験を有し、
グループ
事業推進部長や執行役員企画部長を務めるなど、業務全般に
精通しています。
2013年6月から常務取締役を、2015年6月か
ら取締役副社長を、
また2018年4月から取締役副社長 副社長執
行役員を務め、
当社における豊富な業務経験と電気事業の経
営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役に
選任しています。

入社以来、経理部門を中心とした業務経験を有し、執行役
員経理部長や執行役員山形支店長を務めるなど、業務全般
に精通しています。2013年6月から常務取締役を、2018年4
月から取締役 常務執行役員を、
また2020年4月から取締役
副社長 副社長執行役員を務め、当社における豊富な業務経
験と電気事業の経営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役に選任しています。

取締役副社長／副社長執行役員

取締役／常務執行役員

取締役／常務執行役員

取締役／常務執行役員

阿部 俊徳

加藤 功

Toshinori Abe

出席状況 取締役会

11/11（100%）

選任理由
入社以来、
人財部門を中心とした業務経験を有し、
人財部長
や執行役員東京支社長を務めるなど、業務全般に精通していま
す。
2017年6月から常務取締役を、2018年4月から取締役 常
務執行役員を、
また2021年4月から取締役副社長 副社長執
行役員を務め、
当社における豊富な業務経験と電気事業の経
営全般に関する知見を有していることから、
引き続き取締役に
選任しています。

石山 一弘

Isao Kato

出席状況 取締役会

̶／̶（̶%）

選任理由
入社以来、原子力部門を中心とした業務経験を有し、執行
役員原子力部長や常務執行役員を務めるなど、業務全般に精
通しています。当社における豊富な業務経験と電気事業の経
営全般に関する知見を有していることから、取締役に選任して
います。

Kazuhiro Ishiyama

出席状況 取締役会

̶／̶
（̶%）

選任理由
入社以来、企画部門を中心とした業務経験を有し、執行役
員企画部長や常務執行役員を務めるなど、業務全般に精通
しています。当社における豊富な業務経験と電気事業の経営
全般に関する知見を有していることから、取締役に選任してい
ます。

髙野 広充

Hiromitsu Takano

出席状況 取締役会

̶／̶
（̶%）

選任理由
入社以来、総務部門を中心とした業務経験を有し、総務部
長、上席執行役員新潟支店長、常務執行役員を務めるなど、
業務全般に精通しています。当社における豊富な業務経験と
電気事業の経営全般に関する知見を有していることから、取
締役に選任しています。
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取締役（2021年7月現在）

※出席状況は2020年度の実績です。
なお、永井幹人氏および井手明子氏は2021年6月25日に就任しました。
※川野邊修氏および小林一生氏の取締役会への出席状況は2020年6月25日以降に開催された取締役会を対象としています。
※小林一生氏の監査等委員会への出席状況は2020年6月25日以降に開催された監査等委員会を対象としています。
※社外取締役の独立性については当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、判断しています。

取締役（独立社外取締役）

近藤 史朗

取締役（独立社外取締役）

上條 努

Shiro Kondo

出席状況 取締役会

11/11（100%）

選任理由

取締役（独立社外取締役）

川野邊 修

Tsutomu Kamijo

11/11（100%）

出席状況 取締役会

取締役（独立社外取締役）

Osamu Kawanobe

出席状況 取締役会

9/9（100%）

選任理由

選任理由

永井 幹人

Mikito Nagai

出席状況 取締役会

̶／̶
（̶%）

選任理由

近藤氏は、株式会社リコーの代表取締役会長などを歴任
し、光学機器や事務用機器等を製造する企業の経営に携わっ
てきた経験を有するなど、
これまでの経歴や実績等から、豊富
な経験や卓越した識見を当社経営に活かしていただくため、
引
き続き社外取締役に選任しています。

上條氏は、
サッポロホールディングス株式会社の代表取締
役会長などを歴任し、飲料や食品等を製造・販売する企業の
経営に携わってきた経験を有するなど、
これまでの経歴や実績
等から、豊富な経験や卓越した識見を当社経営に活かしてい
ただくため、
引き続き社外取締役に選任しています。

川野邊氏は、JR東日本メカトロニクス株式会社の代表取締
役社長であり、
また、東日本旅客鉄道株式会社の代表取締役
副社長などを歴任し、公益事業の経営に携わってきた経験を
有するなど、
これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越
した識見を当社経営に活かしていただくため、
引き続き社外取
締役に選任しています。

永井氏は、新日鉄興和不動産株式会社（現日鉄興和不動
産株式会社）の代表取締役社長として不動産事業の経営に
携わり、
また、株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社
みずほ銀行）の取締役副頭取などを歴任し、銀行業の経営に
携わってきた経験を有するなど、
これまでの経歴や実績等か
ら、豊富な経験や卓越した識見を当社経営に活かしていただ
くため、社外取締役に選任しています。

取締役／監査等委員

取締役／監査等委員
（独立社外取締役）

取締役／監査等委員
（独立社外取締役）

取締役／監査等委員
（独立社外取締役）

加藤 公樹

宮原 育子

Koki Kato

出席状況 取締役会

監査等委員会

11/11（100%）

12/12（100%）

選任理由
入社以来、企画部門を中心とした業務経験を有し、執行役
員青森支店長や取締役企画部長を務めるなど、業務全般に
精通しております。2012年6月から監査役を、2018年6月か
ら取締役 監査等委員を務め、当社における豊富な業務経験
と電気事業の経営全般・監査全般に関する知見を有しているこ
とから、
引き続き監査等委員である取締役に選任しています。

Ikuko Miyahara

出席状況 取締役会

監査等委員会

11/11（100%）

12/12（100%）

選任理由
宮原氏は、大学教授として地域資源の活用や震災からの復
興支援の研究、産学官連携プロジェクト等に携わってきた経
験を有し、
これまでの経歴や実績等から、学識経験者としての
豊富な経験や卓越した識見をもって、客観的・中立的な監査・
監督にあたっていただけるものとして、引き続き監査等委員で
ある社外取締役に選任しています。

小林 一生

Kazuo Kobayashi

出席状況 取締役会

監査等委員会

8/9（89%）

10/10（100%）

選任理由
小林氏は、日本生命保険相互会社の常任監査役であり、
財務および会計に関する相当程度の知見を有しているほか、
これまでの経歴や実績等から、豊富な経験や卓越した識見を
もって、客観的・中立的な監査・監督にあたっていただけるも
のとして、引き続き監査等委員である社外取締役に選任して
います。

井手 明子

Akiko Ide

出席状況 取締役会

監査等委員会

̶／̶
（̶%）
̶／̶
（̶%）

選任理由
井手氏は、
日本電信電話株式会社の常勤監査役およびNTT
株式会社の監査役を務め、
また、株式会社NTTドコモの執行役
員などを歴任するなど、豊富な経験や卓越した識見をもって、
客観的・中立的な監査・監督にあたっていただけるものとして、
監査等委員である社外取締役に選任しています。
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コーポレート・ガバナンス
各取締役の有するスキルの中から特に期待する分野（スキル・マトリックス）
各取締役に期待する分野の考え方

記載の7項目は、東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」実現に向けて、
「取締役候補者指名の方針」
を踏まえて、
当社取締役会に必要なスキルとして特定したものです。
委員長

氏

増子

名

次郎

樋口 康二郎
岡信

愼一

山本

俊二

阿部

俊徳

加藤

功

石山 一弘
髙野

広充

近藤

史朗

上條

努

川野邊

修

永井

幹人

加藤

公樹

宮原

育子

小林

一生

井手

明子

役

職

指名・報酬
諮問委員会メンバー

特に期待する分野
性

別

企業経営

テクノロジー※2

財務・会計

法務・リスク管理

委員

男性

女性

※1

事業開発・
マーケティング

ソーシャル
コミュニケーション※3

人事・人財開発

取締役会長
取締役社長 社長執行役員

取締役副社長
副社長執行役員

取締役
常務執行役員

取締役（社外）

取締役 監査等委員

取締役監査等委員
（社外）

※1 上記一覧表は、
各取締役が有するスキルの中から特に期待する分野を最大3つまで記載したものであり、
各人の有する全ての専門性や経験を表すものではありません。
※2「テクノロジー」
は、
電力や機械等の技術全般に関する能力を表しており、
カーボンニュートラル達成に向けた環境に関する知見も含んでいます。
※3「ソーシャルコミュニケーション」
は、地域をはじめとするステークホルダーとのコミュニケーションに係る能力を表しています。

Tohoku Electric Power Group

78

イントロダクション

特

集

トップメッセージ

東北電力グループとは

東北電力グループ中長期ビジョン

戦

略

企業価値創造を支える経営基盤の進化

財務情報

会社情報

コーポレート・ガバナンス
社外取締役メッセージ

近藤 史朗

Shiro Kondo

取締役（独立社外取締役）

コーポレート・ガバナンスに関して、
昨今の新聞紙上では、

川野邊 修

Osamu Kawanobe

取締役（独立社外取締役）

永井 幹人

Mikito Nagai

取締役（独立社外取締役）

社外取締役に就任して1年、取締役会や役員フリー

社外取締役として、社外から見た客観的な視点と東北

社外取締役や女性役員の人数でガバナンスを強化したとい

ディスカッションでの議論、仙台火力発電所や女川原子

電力グループの
「将来のありたい姿」や
「果たすべき社会

うような記事が目立ちます。
しかし、
そのようなことでガバナン

力発電所の施設見学など、多くの社員と意見交換する機

的責任」
といった中長期的な視点を重視しながら経営に

スの強化が図れるのかは大いに疑問です。
大事なのは、
「会

会を得て、当社のさまざまな課題と、
それらに対する真摯

対し助言してまいりたいと考えています。

社が何を成し遂げようとしているか？」
「ステークホルダーに

な取り組みを理解することができました。取締役会ではさ

また、銀行時代、産業金融の立場から多くの企業と経

どのような貢献をなそうとしているか？」
ということだと思いま

まざまなテーマについて、私たち社外取締役の外部視点

営戦略や事業構造改革プロセスを共有しながら真剣に

す。
「ビジョン」
「志」
は如何に！それ無くして体裁だけ繕っても

の意見も踏まえ、広い視点からの踏み込んだ議論が行わ

向き合ってきた経験や、
デベロッパーの経営を通じ地域と

ガバナンスの強化など意味が無いのではないでしょうか。

れています。社内取締役の担当分野以外への発言も出て

の共存、新たな価値創造に向けた挑戦の大切さを痛感し

きていますので、今後はさらに活発に議論されることを期

た経験を活かしてまいります。

また、
当社は公益事業を営む企業であり、電力の供給を
通して顧客や事業者の生活を守ることが第一の使命です。

待しているところです。

電力自由化による競争激化、法的分離に加え電力需

旧一般電気事業者は電力のひっ迫や災害時の対応で停

経営環境の変化が激しい昨今においては、
「内向き志

要構造の変化、脱炭素化への対応など当社グループを取

電という事態と日夜闘い続けています。発電と送電・配電

向」
にならずに、変化を受け入れ、企業が自ら変わっていく

り巻く環境は大きな転換点を迎えています。
あくまでも安

が連携して停電を防ぐ仕組みは電力システムの要です。発

ことが大切であり、耳の痛い話も含めて
「外からの声」
を言

定供給、経済性、環境性の同時達成が求められており、
そ

電と送電・配電が分離した今、
いかに使命を果たしていくの

い続けていきます。

の実現にはスピード感を持った経営の舵取りと現場に至

か、将来に向けていかにイノベーションを生み出していくの

当社では、女川原子力発電所の再稼働に向けた継続

るまでの並々ならぬ努力が求められています。社外取締

的取り組み、
カーボンニュートラルへの取り組み、
スマート

役としても、
リスクテイクとリスク管理の両面から助言、
サ

そのような中で、
当社は東北電力グループ中長期ビジョン

社会実現に貢献する新会社「東北電力フロンティア」
の発

ポートすることによりスピーディーな経営判断を支援する

「よりそうnext」
を掲げ、
スマート社会実現事業に挑んでいま

足など、将来を担う重要施策が目白押しです。
当社が社会

とともに、難しい局面であるからこそ、その推進を支える

す。
お客さま・地域によりそい、
共に未来を創ろうと志しており、

とのコミュニケーションを深め、
「より、
そう、
ちから。」
を具

人財の多様化、育成と高いモチベーションを維持しなが

SDGsの観点で見ても誠に時宜を得た志であると思います。

現化できるように、社外取締役として貢献していきたいと

らさらにクリエイティブに働ける環境づくりの後押しもで

さらに、
電源構成においては実現性、
実効性のあるポートフォ

考えています。

きればと考えています。

か、問い続けるべき課題だと考えています。

リオを計画して実行に移しており、
中長期戦略の1年目として
しっかりと一歩を踏み出すことができたものと考えています。
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コーポレート・ガバナンス
取締役／監査等委員（社外）
メッセージ

宮原 育子

Ikuko Miyahara

取締役／監査等委員（独立社外取締役）

小林 一生

Kazuo Kobayashi

取締役／監査等委員（独立社外取締役）

井手 明子

Akiko Ide

取締役／監査等委員（独立社外取締役）

この1年を振り返ると、東北電力グループ中長期ビジョン

東日本大震災から10年、基盤事業である電力供給で

社外取締役監査等委員就任にあたり、
さまざまな情報

「よりそうnext」策定を皮切りに、分社化による
「東北電力

地域社会の信頼に応えるとともに、デジタル化等の進展

提供を受ける中で、70年の歴史を持つ当社が、現在大き

ネットワーク」
の設立と、
スマート社会実現事業を担う新会

の中で東北発のスマート社会の実現を進める東北電力

な転換点を迎え、
「 第二の創業」
とも言えるビジネスモデ

社
「東北電力フロンティア」
の設立もあり、東北電力グルー

グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」は、直面する環

ルの転換に挑戦していることを知り、私自身のこれまでの

プ全体にとって大きな変化の年であったと思います。取締

境変化の荒波に立ち向かう当社のチャレンジ宣言です。

経験と相通ずるものがあるように感じました。

役会においては、必要に応じて東北電力ネットワークのオ

攻めのチャレンジには同時に守りのガバナンスが大切で

ブザーバー出席を求めるなど、分社化後のガバナンスを意

す。的確なリスク評価、内部統制システム整備といった枠

その後、新たな
電気通信事業の自由化を36年前に迎え、

識した会議運営が行われました。

組みに沿って適切に意思決定がなされ、十分にPDCAが

競争環境への対応や組織の再編成、絶え間ない技術革

機能しているだろうか。
当社の監査等委員会はこうした視

新の中で、
ビジネスの変革に取り組んでいます。

一方で、
2020年からは、新型コロナウイルスの感染拡大
が本格化し、法人、個人を問わず、経済活動が停滞し、当
社も負の影響を受けました。
さらに冬期の電力需給ひっ迫、

点にて重点テーマを定め監査を進めています。

私が2020年まで仕事に携わってきたNTTグループも、

また、当社は電気事業の枠を超えて、スマート社会の

2020年度はコロナ禍の下、Web会議や専用端末など

実現に貢献することを東北電力グループ中長期ビジョン

豪雪による広域停電、春先の地震被害など、
自然災害への

ITも活用し所期した監査活動がなされました。スマート社

「よりそうnext」で掲げていますが、
この取り組みも、情報

対応も目立ちました。今後も企業経営に影響するリスクに

会への新会社設立や地域プロジェクトへの参画、監査上

通信業界が、
さまざまな産業とICTを掛け合わせて、地域

は、
グループ全体でそれぞれの強みを活かし、支え合う体

の主要な検討事項や事業等に係るリスク記載等の開示

の社会的な課題を解決することを目指していることと通

制が必要と思われます。

充実など、新たな展開についても監査等委員会として適

底するものがあるように思います。

ダイバーシティ推進の観点では、グループ会社を含む
女性社員との対話や講演を行い、理系女子のリクルートに

時適切な確認と発信がなされてきています。

競争の激化、自然災害の多発や、脱炭素社会実現へ

「よりそうnext」
の具体化がさらに進み、事
2021年度は、

の要請等、当社を取り巻く環境にしっかりと向き合い、
こ

向けた人財部門の取り組みも確認することができました。

業多様化・高度化のために東北電力に加えてグループ会社

れまでの事業経験や監査役としての経験を経営やガバ

新たな一歩を踏み出した東北電力グループが、変化する時

の活用・管理が一層重要な課題となってくると思われます。

ナンスに活かして、東北電力グループの企業価値向上に

代を味方につけて、前進できるよう、監査等委員の職務を

こうした中、私自身、
これまでの経験と社外取締役としての

尽力したいと考えています。

通して貢献したいと考えています。

視点で当社のために貢献したいと考えています。
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財務情報

会社情報

コーポレート・ガバナンス
リスク管理への取り組み

統合リスクマネジメント会議

当社では、
「統合リスク管理方針」
を定めるとともに、定期的に業務上および財務上のリス
クを調査し、
リスクの認識、分析・評価、対応策の検討・実施を行っています。

今年度設置した統合リスクマネジメント会議は、東北電力ネットワークとの共同会議体で、
東北電力社長を議長、両社の全役員を委員として、
当社の統合リスク管理活動を推進し、
当

特に経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、
「統合リスクマネジメント
会議」
によるモニタリング・リスクマネジメントの下、統合リスク管理部門がリスクの特性に応

社グループにおける経営上重要なリスクへの対応について、経営的視点から審議・検討する
ことを目的としています。

じた各種委員会等と連携を図っています。
さらに、
カンパニー・各本部等の業務執行部門に

具体的には、年2回開催し、経営上重要なリスクの管理状況の評価やリスク管理活動の

おいても、定期的にリスクの抽出・評価を行い、
その対策等を毎年度策定する事業計画に織

実施展開における指導・助言を行うとともに、
その審議結果については、各業務執行部門や

り込むことで、
リスク管理活動を展開しています。

関係会議体にフィードバックすることで、
リスク管理活動の充実化を図るとともに、
リスクの

各種委員会との連携については、例えば、
「市場リスク管理委員会」
では、
当社を取り巻く

管理状況については、定期的に取締役会等に報告することとしています。

経営環境の変化に伴い、収益管理の重要性が高まっていることを踏まえ、燃料価格や卸電
力取引価格の変動等の事業活動における市場リスクを的確に管理し、必要に応じてヘッジ
取引等の対応策を検討・実施しています。

リスク管理体制図

統合リスク管理の基本的考え方
統合リスク管理方針に基づき、統合リスクマネジメント

統合リスクマネジメント会議
経営上重要なリスクの管理状況のモニタリング

統合リスク管理方針の決定、
リスク管理に係る指導・助言

※代表的な会議体を記載

危機管理委員会

経営上重要なリスクの管理状況の報告、
全社的な対応方針の提案

統合リスク管理部門

原子力安全推進会議
市場リスク管理委員会
環境マネジメント委員会

連携

安全･保安推進会議

統合リスク管理サイクルの推進

統合リスク管理方針の示達、
リスク評価・対策立案の指示

会議をトップとするリスク管理活動を推進する。
リスク保有個所の自律的な管理を基本として、計測され
たリスク量を自社の耐力の範囲内に抑える経営を行うと
ともに、安定収益の確保のためには適切なリスクテイク
が必要との認識の下、健全性と収益性を両輪として管理
を行うため、
「リスク量を連結自己資本額内に収める」
こ
とを目標とする。
また、
リスク量の計測が困難なリスク等については、その

リスク評価結果および対応策の
立案・実施状況等の報告

内容を定性的に分析し、万全の体制で備えることをもっ
て、
リスクが発生した場合の影響を極小化する。

カンパニー・各本部・グループ会社
リスクの把握･評価、対応策の立案･実施

リスクの特性に応じた
対応策等の検討

経営上重要なリスクの具体例については、
「有価証券報告書」
の
【事業等のリスク】
をご覧ください

https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/report/security/
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危機管理基準

平常時の備え

東北電力および東北電力ネットワークは、
当社経営に重大な影響を及ぼすさまざまな危

平常時においては、各部門・事業所が自律的に、危機の発生を未然に防ぐための設備対

機を事前に予測し、
その未然防止を図るとともに、万一危機が発生した場合の被害を最小

策などの予防措置を含め、啓発活動や訓練などにより危機に対する感度を高めています。

限に食い止めることを目的にそれぞれ危機管理基準を制定しています。

また、
危機管理委員会事務局では、
全従業員を対象とした危機管理に関するeラーニングや
緊急事態発生時における情報伝達訓練を通して、
各部門・事業所の自律的な活動のフォロー

危機管理委員会

を行っています。危機リスクの抽出・評価にあたっては、
「財務リスク」
「業務リスク」
「緊急事

それぞれ危機管理委
また、危機管理活動を推進し、PDCAサイクルを回していくために、

当社の業務に存在する重要リスクを多面的に抽出・評価しています。
態」
の3つの視点から、

員会（委員長：各社副社長）
を設置しています。危機管理委員会は年2回開催し、
当年度活

さらに、
グループワイドでリスク管理に対する意識を高めるため、
企業グループ各社との対話
や緊急事態発生時における情報伝達訓練を実施し、
連携を深めた活動の推進を図っています。

動の評価やリスク情報の共有化、次年度活動計画の審議などを行い、
その結果については、
経営会議に報告しています。

緊急事態への対応

なお、法的分離後も両社が相互に連携しながら危機管理体制を構築していく必要性が

万一、緊急事態が発生した場合には、直ちに必要な初動措置をとるとともに、被害を最

あることから、危機管理委員会は東北電力および東北電力ネットワーク両社による合同開

小限に食い止めるためのあらゆる行動を関係箇所と連携のうえ、迅速かつ的確に行います。

催を基本としています。

緊急事態のうち、最高経営層の即断・即決を要する危機が発生した場合には、事案が発
生した会社の社長または社長が指名する役員等を本部長とする対策本部を設置のうえ、
対応しています。
なお、
対策本部には、
必要に応じてもう一方の会社の関係役員と関係部門が入り、
両社一体と

危機管理体制

なって当該事案にあたることとしています
（ただし、
行為規制に抵触するおそれがある場合を除く）
。

東北電力および東北電力ネットワークの危機管理
平常時

危機管理
委員会

委員長 ：副社長
副委員長：副社長
または常務
委員
：各部門長、各室部長

リスクアセスメント
現状
把握
●

危機
想定

危機
予測

緊急事態の把握、
リスク
抽出・評価、事業所への
周知

対策本部

リスクマネジメント

（事前の危機評価）

事業所等の対応体制と職務

緊急事態発生時

訓練

教育

危機管理活動計画策定
基準、マニュアル整備
● 訓練、
教育の実施

（危機対応）

初動措置

●

●

●

●

情報収集

情報伝達

対策本部

危機管理責任者（部門長、室部長、事業所の長）
危機の予測と未然防止など危機管理に関わる業務全般の統括
危機管理報告者（副室部長、副所長等）
緊急事態発生時の報告業務統括、危機管理啓発活動の推進
危機管理推進者（課長等）
危機管理に関わる平素の業務全般の執行

クライシスマネジメント

（事前の危機対応）

計画

対策本部長：社長または社長が指名した役員
もしくは主管部門担当役員

再発防止

主管部門による対策本部の設置
緊急事態への対応策実施
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新型コロナウイルス感染症への対応

コロナ禍・コロナ後の働き方

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
当社では、
フレックスタイム制度、時

社内の働き方改革として、
テレワークの推進、
オンライン会議・研修の推奨など、
ニューノー

差出勤ならびに在宅勤務制度の活用、執務室の分散およびうがい・手洗い・マスク着用の

マルな働き方を取り入れることにより、感染拡大の防止およびより効率的な働き方の導入に

徹底、家族を含めた健康管理などを実施しています。

取り組んでいます。

特に、電力の安定供給を担う業務機関においては、感染者が確認された場合でも、代替
要員の確保に万全を期すとともに、重要施設においては代替施設を確保し、安定供給に支
障をきたさない体制づくりを徹底しています。
他にも、
マイカー通勤への変更、建物内専用動線の確保などにより、他の従業員との接
触機会を減らす対策を実施することで感染を防ぎ、感染が確認されても電力の安定供給
に支障をきたさない体制づくりを徹底しています。
引き続き、従業員の安全衛生と電力の安定供給の両立を図っていきます。

コロナ禍の状況を踏まえたお客さまへの支援
さまざまな課題
法人のお客さまを対象とした
「ICT導入支援サービス」の提供を開始し、
を共に解決しながら、
お客さまのご要望に“より沿う”サービスを提供していきます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等の一定の要件に該当する
お客さまについては、
特別措置として、
電気料金の支払期日延長などの措置を実施しています。

指定公共機関としての当社の役割
当社は、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、
「 指定公共機関」
に指定されてお
り、指定公共機関は、
「業務計画」
を作成することが義務付けられています。
当社の
「新型インフルエンザ等対策業務計画（以下、
「 業務計画」
という。）」
は、新型イン

本店・本社
新型インフルエンザ
等対策本部

本部長／副本部長／委員
本部事務局
事務局長、事務局長代理、副事務局長、
事務責任者、事務副責任者、事務局員

フルエンザおよび全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症（以下、
「 新型インフル
エンザ等」
という。）流行時において、安全確保を最優先として電力を安定的に供給していく
ために、東北電力および東北電力ネットワークが行うべき対応等の的確かつ迅速な実施に
資することを目的としています。

人財班

総務班

業務分類

当社の役割を確実に果たすため、社内体制の整備や対策の徹底に努めていきます。
せて
「重要業務」
に位置付け、縮小・中断が可能なその他の業務と分類しています。
これは、
安全確保を最優先として電力を安定的に供給し続けるという社会機能維持者としての当

グループ事業班

重要業務実施各班

業務内容
新型インフルエンザ等対策組織業務

業務計画に基づき、新型インフルエンザ等の流行時においても
「電力の安定供給」
という
事業継続に必要不可欠な業務を
「優先業務」
とし、新型インフルエンザ等対策業務と併

広報班

重要業務

（常に継続が
必要な業務）

新型インフル
エンザ等対策
業務

社の役割の遂行に万全を期すことを目的としています。
優先業務
縮小･中断が可能な業務

発電所、変電所の運転監視、保修・点検、故障・障害対応業務
燃料・資機材調達受け入れ業務
送配電線の保修・点検・故障・障害対応業務
電力系統の運用・監視・故障・障害対応業務
情報通信システム・保安通信の運用・監視・故障・障害対応業務
上記以外で電力の安定供給維持や緊急時対応、
社会情勢を考慮
し継続が必要な業務
上記以外の社外対応業務（官公庁・お客さま・報道など）
法令で求められる設備等の保守・保安業務（巡視・点検など）
その他社会情勢、社会要請への対応業務
上記以外の業務
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コーポレート・ガバナンス

防災におけるガバナンス体制

「大規模災害対策防災会議」の定期開催

東北電力および東北電力ネットワークは、お客さまに安定的に電気をお届けするため、

大規模災害が発生した際、災害の影響を最小限に止め、早期復旧を実現することの重

地震や台風などの大規模災害発生時の対応力強化を目的としたガバナンス体制を構築し

要性を踏まえ、経営トップのコミットメントを強化することを目的に、東北電力の社長を議長

ています。

とした大規模災害対策防災会議を定期的に開催しています。会議では、BCP（事業継続

2020年4月の法的分離により、東北電力ネットワークが送配電事業を承継いたしました
が、非常災害による被害状況や社会的影響に鑑み、両社一体となって対応しています。

計画）や、至近に実施した災害対策訓練および実際の災害対応から抽出された課題を踏
まえた諸対策について全社横断的に検討を行い、防災マネジメント全般について審議する
ことで、PDCA活動を推進しています。

複合災害時の分任体制化

社外関係機関と連携し災害時の対応力を強化

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故を教訓として、原子力災害と

東北電力および東北電力ネットワークは、災害が発生した際に相互協力を円滑に行うた

大規模停電などの複合災害時において、東北電力および東北電力ネットワークにおける対

めに、関係自治体、
自衛隊および指定公共機関である東日本高速道路（株）など社外関係

応体制が確実に構築されるように、災害対策本部の分任化という体制をとっています。
これ

機関と連携に関する協定を締結しています。

により、東北電力の社長は原子力災害に優先的に対応し、
それ以外の災害については東北

協定に基づき、連携強化に向けた実働訓練も行っており、
自衛隊とのヘリによる当社車

電力の社長が指名する役員が指揮することで、同時進行する複合災害に対し、的確に対応

両の空輸訓練、護衛艦による海上輸送訓練、道路寸断を想定した復旧作業訓練、東日本

できる体制としています。

高速道路（株）
との高速道路を使用した応援隊の移動訓練などを実施しています。
引き続き訓練などを通じて、
「 顔の見える」関係を構築することで、激甚化する自然災害

震災前

震災後

非常災害対策本部

（本部長：東北電力社長）

原子力設備被害

大規模停電

総合対策本部

（本部長：東北電力社長）

分任化

原子力設備被害

（東北電力社長が指揮）

への対応力向上を図ることとしています。

大規模停電

（東北電力社長が指名
する役員が指揮）

道路寸断を想定した復旧作業訓練【陸上自衛隊】

高速道路を使用した応援隊の移動訓練【東日本高速道路
（株）
】

Tohoku Electric Power Group

84

イントロダクション

特

集

トップメッセージ

東北電力グループとは

東北電力グループ中長期ビジョン

戦

略

企業価値創造を支える経営基盤の進化

財務情報

会社情報

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンスのさらなる徹底
当社および東北電力ネットワークでは従来、企業倫理・法令遵守は全ての事業活動の前
提になるとの考えの下、社長を委員長とする
「企業倫理・法令遵守委員会」
を設置し、社会の
状況に照らして、
当社の取り組みが十分かどうか検証・確認を実施し、必要な改善を図ると
いう、PDCAサイクルをたゆみなく回しています。
企業グループにおいては、企業倫理・法令遵守活動の基本的な方向性として
「東北電力グ
ループ企業倫理・法令遵守活動方針」
を策定し、
「不祥事防止」
の徹底、
「社会に受容される
行動」
の遂行、
「 職場における自律的活動」
の推進を3つの力点として定め、各社一体となっ
て活動を展開しています。
同方針の下、
「各階層を対象とした教育の実施」
や
「東北電力グループ企業倫理月間」
の

展開、企業倫理・法令遵守に関するグループ大の従業員アンケートなどさまざまな活動に取
り組んでいます。
また、2019年9月に判明した他電力会社役職員による一連の金品受領等の事案を受け
て、金品等の授受については、個人での対応の判断に迷うような場合や相手方への対応に
苦慮する場合などに組織的な対応を可能とするため、相談窓口の設置や会社への届出の仕
組みを構築し、適切に運用しています。
今後も、地域のお客さまから信頼され続ける企業グループであり続けるために、
お客さま
目線を大切にした適切かつ公正な事業活動を行うことを肝に銘じ、東北電力グループ行動
指針に則り、
引き続き、一人ひとりがコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
関連

コンプライアンス
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東北電力グループ行動指針
東北電力では、従業員一人ひとりが業務を遂行する上での規範として1999年に
「東北電力企業行動指針」
を策定しました。以来、社会情勢等を踏まえ、逐次改定を実施してきており、2017
年には
「東北電力グループ行動指針」
として、対象を東北電力グループ全体に拡大しました。2020年2月には、近年の社会情勢やあるべき企業像についての社会的認識の変化等を反映しつつ、
の担い手としてふさわしい行動規範とすべく、本指針を改定しました。
当社グループでは、全ての従業員が本指針に則った業務遂行により、東北
東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
電力グループだからこそできる“よりそう”価値を創造していきます。

東北電力グループ行動指針（前文・行動原則抜粋）
私たちは、
「 地域社会との共栄」の経営

業務の先にあるお客さまや地域を想いな

公開を行うという企業風土を一層強固な

理念と
「より、そう、ちから。」のグループス

がら、前例のない挑戦を行い、変革を推し

ものへとしていきます。

ローガンのもと、
お客さまと地域によりそい

進めます。

このような認識に立ち、以下の
「行動原

以下の点を考慮して、
2020年2月に改定
を行いました。
東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそ
うnext」の策定を踏まえた新たな従業員
の心構えの提示の必要性
経団連「企業行動憲章」
の改定（2017年
11月）をはじめとするSociety5.0の構築
に向けた動きの加速
自然災害の激甚化を受けた、気候変動緩
和と適応の双方への対処の必要性

ながら、エネルギーを中心としたサービス

また、事業活動の基盤はお客さまや社会

の提供等を通じてスマート社会の実現に

との信頼にあることを強く自覚し、従業員

客さま、地域の方々、株主・投資家の皆さま、

取り組むことで、社会の持続的発展ととも

一人ひとりが、揺るぎない倫理観と企業倫

お取引先の方々、従業員などとの強い信頼

に成長します。

理・法令への確固とした認識や知識を持っ

関係を築き上げながら、東北電力グループ

そのためにも、従業員一人ひとりが、公

て、
これを遵守するだけでなく、東北電力グ

だからこそできる“よりそう”価値を創造して

益事業を担う強い使命感とスマート社会

ループとして一丸となり、不適切な事象を

いきます。

の創造者としての覚悟を持ち、自分たちの

発生させない・見過ごさない・適切な情報

贈答・接待についての考え方

行動原則

「東北電力グループ行動指針」
では、贈答・
接待について以下のように定めています。
当
社グループでは、贈答・接待について本方針
に照らし適切に取り扱われていることを確認
しており、今後も、
これを遵守していきます。

1 スマート社会実現に資するサービス等

の提供

安全確保を最優先に、暮らしの満足や事業活動を
支える低廉なエネルギーの安定供給を中心として、
お客さまが快適・安全・安心な生活空間を手にでき
るスマート社会の実現に資するサービス等を提供
します。
4 環境への配慮
企業グループの事業活動が持続可能な社会の形成
に深く関わっているとの認識に立ち、地球温暖化問
題や環境保全等に積極的に取り組みます。

2 地域とともに
地域に寄り添いながら地域課題解決に資する取り
組みを進めることで、
地域の持続的な発展に貢献す
るとともに、地域社会の一員として地域との協調を
図ります。
5 透明な事業活動の推進
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。

則」および「行動指針」に従って行動し、お

2020年2月改定の背景

3 企業倫理・法令遵守の徹底
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。

6 個人の尊重と風通しの良い活力ある

行動指針3
（2）

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。

企業風土づくり

従業員一人ひとりの人格、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。

東北電力グループ行動指針全文

https://www.tohoku-epco.co.jp/csr/rinri/
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