Social
製品責任

お客さまの声の活用
るため、
お客さまから寄せられた声を活用し、
サービスの向上に努めています。

製品責任
当社「お客さまセンター」
は、
引っ越しに伴う電気のご契約廃止と使用開始のお申込み
正な対応に努めています。
また、東北電力ネットワークの
「ネットワークコールセンター」
は、停電や電気設備に関
するお問い合わせなど、緊急性の高いお問い合わせの電話応対窓口として、
お客さまに
安心をお届けできるよう努めています。

お客さまのニーズにお応えする
多様なお申込み、お問い合わせ窓口の設置
（お客さまセンター）

当社では、お電話でのお申込みや各種お問い合わせの受付に
加え、
インターネットやスマートフォンアプリLINEからのお申込み、
お問い合わせを受け付けており、お客さまの利便性向上に努めて
います。

Environment

や、電気料金プラン・サービスなどの各種お問い合わせの電話対応窓口として、迅速・適

TOPICS

Introduction

当社では、
お客さまの多様なニーズにお応えし、
お喜びいただけるサービスをご提供す

これらのお申込み・お問い合わせ窓口では、時間を問わずいつ

「ネットワークコールセンター」
の電話応対窓口では、
日頃から対
「お客さまセンター」
「お客さまからのお
応内容の分析を行い、
「電話応対マナーが適正に実行されているか」
の洗い出しを行うとともに、
お客さまからいただいた
「ご意見・ご要望の声」
を業務改善に
活かしています。今後も受付スキルの向上と業務品質の向上に努め、地域に寄り添うご
満足いただけるサービスのご提供に努めていきます。

です。
当社は、引き続きお客さまの声、
ご要望をしっかり受け止め、お
客さまのご要望に
「より沿う」取り組みを進めていきます。

Social

申込みに適正に対応しているか」
「受付ルール
（業務運用）
に問題はないか」など、課題

でも※簡単にお申込み・お問い合わせを行っていただくことが可能

※当社におけるお申込みの確認やお問い合わせへのご回答は、後日となる場合がござ
います。

お申込み・お問い合わせ窓口

Governance

2019

LINE

お客さま

電話
ホームページ

2020

リニューアル

※当社会員制Webサイト
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お客さまセンターでの
お客さま対応

Performance Data
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2016 よりそうeねっと※

製品責任

お客さまのエネルギー利用効率向上に向けた取り組みの強化
当社は、環境性・省エネ性・安全性に優れたエネルギーシステムのご提案により、
お客さまの省エネで快適な暮らしの
サポートを行っています。
ご家庭における省エネルギーの推進

お客さまの課題を解決するトータルエネルギー
ソリューションサービスのご提案

空冷ヒートポンプ熱源機は、少ない投入エネルギーで空

合わせ、給湯・厨房・暖房の電化システム機器や照明など

ソリューション・パートナー」
を中心に、省エネ性能が高い

気中から熱を回収し、大きな熱エネルギーに変換して冷暖

を含む一般的な電化製品における省エネで快適な使い

ヒートポンプなどの高効率電化システムや、
エネルギーマ

房に活用するため、省エネ性に優れており、
比較的大規模な

方をご紹介しています。
また、お客さまの電化ニーズに対

ネジメントシステムの活用をご提案し、
お客さまの省エネ・

工場や施設などで空調設備として多く採用されています。
そ

しては、環境性・省エネ性に優れた
「エコキュート」
や
「ヒー

省コストの実現に取り組んでいます。

の一方、低外気温時に加熱性能が低下することから、寒冷

ヒートポンプ機器は、環境性・省エネ性に加え、燃焼部
がなく、安全性にも優れていることから、病院・福祉施設、

地のお客さまより、加熱性能の強化が望まれていました。
当社は、お客さまのニーズにお応えするとともに、寒冷地

保育園・幼稚園、飲食店や農業施設など幅広い分野の

へのヒートポンプシステムのさらなる普及拡大を目指し、デ

房でのエネルギー使用が多い傾向にあることから、
これら

お客さまに業務用電化システムとして採用いただいていま

フロスト
（霜取り）運転時の加熱性能を強化した空冷ヒート

のエネルギーを効率よく利用することが、
ご家庭での省エ

す。
また、当社は工場などのお客さまへ生産プロセスの電

ポンプ熱源機「HEATEDGE」
を東芝キヤリア株式会社と共

ネルギーのカギとなっています。
こうしたことから、当社で

化提案を行い、経済性と環境性の両立に向けたお手伝

同開発しました。

は、
ヒートポンプを利用した高効率な給湯・暖房システム

いを行っています。

のご紹介などを通じて
「建物・住宅設備・住まい方」のあ

するため、初期投資不要の第三者所有モデルを活用した

らゆる面から、環境性・省エネ性に優れた安心・快適な暮

「自家消費型PV（太陽光発電）サービス」を積極的に提

らしをお手伝いしています。

案しており、
カーボンニュートラル実現に向けた取り組み
を強化しています。

「HEATEDGE」
を導入いただくことにより、低外気温時に
おいても、従来、快適な室内暖房を実現するとともに、お客
さまの省エネにつながることから積極的に提案を行っており、
多数のお客さまに導入いただいています。
また、
「 HEATEDGE 」は、
「 平成 29 年度地球温暖化防止
活動環境大臣表彰（技術開発・製品化部門）」
と
「平成 29

Governance

また、至近では、
お客さまの多様な環境ニーズにお応え

Social

特に東北地域のご家庭における特徴として、給湯・暖

はもとより、高断熱・高気密住宅のご提案や省エネ手法

Environment

法人分野では、専任対応スタッフである
「エネルギー・

エネルギーの推進に取り組んでいます。

Sustainability Data Book 2021

東北地域の気候に適した空冷ヒートポンプ熱源機
「HEATEDGE（ヒートエッジ）」の開発・ご提案

家庭用分野では、住宅性能の向上による省エネ化に

トポンプ暖房」などのご提案を通じて、
ご家庭における省

Introduction

省エネライフ
http://www.tohoku-epco.co.jp/suggestion3/index.html

年度省エネ大賞（資源エネルギー庁長官賞）」を受賞しま
した。
お客さまニーズにより沿いなが
ら、
お客さまのエネルギー課題
の解決に一緒に取り組んでい
省エネに関するパンフレット

16
38

省エネに関する様々な情報発信を行う
当社ホームページ
「省エネライフ」

お客さま設備調査の様子

きます。

「HEATEDGE」
外観

Performance Data

当社は今後も、東北地域の

製品責任

安全対策工事と継続的な訓練でハード・ソフト両面から安全対策を強化

女川原子力発電所では、現在、津波対策として防潮堤（海抜約29m、全長約800m）
の

保するための淡水貯水槽（約3,600m3 3基）
の設置工事がほぼ終了し、現在は、設備の

地盤改良工事、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために行うベントの際、放射性物

運用手順を検討しています。
また、両発電所ともに、運転停止中の安全維持点検をはじめ

質の放出を大幅に抑制するフィルター付格納容器ベント装置、溢水損傷防止のため水密

とする各種点検など、
プラント設備の保守管理にも取り組んでいます。

Introduction

設備面（ハード面）の取り組み

扉などの設置工事を進めています。東通原子力発電所でも、事故時に必要な冷却水を確
Environment

安全対策の全体像
地震から守る

津波から守る

代替循環
冷却ポンプ
浸水防止壁

電源を確保する

配管等の
耐震性強化

原子燃料を冷やす

原子炉建屋
屋根トラス・壁の耐震性向上

水素
再結合装置

さまざまなリスクに備える

加搬型熱交換器ユニット
加搬型窒素ガス
発生装置

ガスタービン
発電機

大容量送水
ポンプ車

タンクローリー
防火帯

放水砲

電源車

使用済
燃料プール

防潮壁

事故の影響を抑える

海抜約60m

海抜29m

Social

外部電源
（送電線）

防潮堤

海抜13.8m
海抜13.8m

防潮堤（写真手前）
の工事が進捗している
（女川原子力発電所）

淡水貯水槽
高圧代替
注水設備
非常用ディーゼル
発電機

フィルター付き
格納容器ベント装置
直流駆動低圧 常設直流電源
注水ポンプ （強化）

ブルドーザー

緊急時対策建屋
ガスタービン発電機用
地下経由タンク

Governance

非常用海水
ポンプ
竜巻防護ネット
非常用ディーゼル発電機用
地下経由タンク
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施設を守る

地震・津波対策
電源の確保

①耐震強化

②防潮堤かさ上げ ほか

⑤ガスタービン発電機の配備

⑥電源車の追加配備 ほか

燃料破損を防止する

放射性物質を閉じ込める

冷却機能の確保

⑦高圧代替注水設備の設置 ⑧大容量送水ポンプ車の配備 ほか

閉込機能の確保

⑨フィルター付格納容器ベント装置

⑩水素再結合装置 ほか

自然災害以外

③火災対策

いっすい

④溢水対策

事故対応の基礎整備
がれき撤去用の重機や監視設備などの強化
緊急時対策建屋の設置 ほか

テロ対策
特定重大事故等対処施設 ：
本体施設等（原子炉等）
に係る工事計画認
可時より5年以内に、意図的な航空機衝突
（テロ）
などに備えた施設を設置
（別途申請）
。

Performance Data

万一の事故の進展に応じた
対策を用意﹇深層防護﹂

Sustainability Data Book 2021

各進展段階とも、二重・三重の対策を用意［対策の厚み］

製品責任

設備面
（ハード面）
の安全対策を確実に機能させるため、機器の操作手順を整備したうえで、徹底した教育を行っています。
手順書に基づき、発電所対策本部の運営や外部機関への通報連絡、原子炉への注水、電源確保などの訓練を継続的に実施し、緊急時の対応力向上に努めています。
電源車の接続訓練

事故を想定したシミュレーター装置による訓練

Introduction

運用面（ソフト面）の取り組み

送水車による取水訓練

Environment
Social

非常時に発電所内へ電源を供給するため、電源車にケーブルを接続

交流電源がすべて使えなくなる事故を想定したシミュレーター装置に

原子炉へ注水するため、水源となる海水等を送水車へ汲み上げるた

する訓練（女川原子力発電所）

よる運転訓練
（原子力技術訓練センター）

めのホースの敷設訓練
（東通原子力発電所）

TOPICS

当社ホームページ
「原子力情報」
では、女川・東通原子力

女川原子力発電所「バーチャル見学」

東通原子力発電所「バーチャル見学」

http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/safety/virtual/onagawa/index.html

http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/genshi/safety/virtual/higashidori/index.html

発電所の安全対策や適合性審査、女川原子力発電所1号

Governance

当社ホームページ「原子力情報」について

Sustainability Data Book 2021

機の廃止措置に関する情報を詳しくお知らせしています。
また、
「バーチャル見学」
では、女川・東通原子力発電所に

CGによる説明を視聴することができ、両発電所の見学を
疑似体験いただけます。
当社はこのような取り組みを通じ
て、
今後も分かりやすい情報発信に努めていきます。
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Performance Data

おける安全対策の実施状況などについて、動画や写真、

安全

安全確保の徹底と業務品質の向上に向けた取り組み
東北電力グループ安全・保安方針

る企業文化の定着」
を目指し、安全・保安推進会議や原子力安全推進会議を中心に、全

当社は2008年11月に、
すべての従業員が安全と保安に対する認識を共有し、適切な

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

行動を取るための指針として
「安全・保安方針」
を制定（2017年4月一部改正）
し、労働

ています。

安全・設備保安に関わる取り組みの充実を図ってきました。

また、
こうした活動を定期的に評価するなどPDCAサイクルを回し、企業文化として定

電気事業法改正に伴う2020年4月の送配電部門の分社化により、東北電力グループ
を取り巻く事業環境は大きな転換点を迎えましたが、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立ち、
これまで以上に企業グループが一体となって

安全・保安に関する方針の位置付け

安全最優先の企業文化を構築することが重要であるとの考えの下、
「安全・保安方針」
を
グループワイド化し、
「東北電力グループ安全・保安方針」
として制定しました。
経営層

東北電力

設備の保安

（原子力を除く）

労働安全

東北電力ネットワーク

設備の保安

原子力安全に関する品質方針※

グループ会社

原子力発電所の
施設管理の
実施方針

1 常に安全確保を最優先に行動する

4 自らの役割と責任を自覚し行動する

2 立ち止まる勇気を持つ

5 コミュニケーションを常に心がけ、
情報を共有する

3 常に問い直し、
問いかける習慣を持つ

経営トップをリーダーとした安全最優先への取り組み

労働安全

全・保安推進会議を設置しており、安全最優先の企業文化の構築に向けた取り組みを

安全推進
方針

推進しています。

設備部門の
個別計画に

設備部門の
安全推進方針

設備部門の
個別計画に

設備部門の
安全推進方針

設備部門の
安全推進方針

反映

の策定

反映

の策定

の策定

2020年度については、計18回の会議が開催され、部門横断的に経営的な観点から
※
「安全文化の育成および維持ならびに
関係法令等遵守のための方針」
を兼ねる

Governance

安全と保安レベルの向上を目的とした会議体として、取締役副社長を議長とした安
安全推進
方針

重要事項および事故の検討、審議、
レビューを行うとともに、
グループ各社における安全
の取り組み状況や課題等を共有し、
グループ全体の安全管理レベルの向上を図りました。
Performance Data
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労働安全

東北電力グループ安全・保安方針

Social

東北電力グループ安全・保安方針

Environment

着させるよう取り組んでいます。

Introduction

東北電力および東北電力ネットワークでは
「安全確保の徹底と業務品質の向上を図
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安全
「ゼロ災」の達成に向けた安全管理の取り組み

安全に対する姿勢、理念および重点課題への取り組み方針である
「安全推進方針」
を
定め、PDCAサイクルを回しながら安全活動に取り組んでいます。
事業所トップ自らの強いリーダーシップのもと、全社が連携し、管理職・従業員が良好
なコミュニケーションを図りながら、死亡・重傷災害および感電・墜落災害ゼロを目指し
て安全活動を推進していきます。

労働災害の減少を図るため、安全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
災害の未然防止を図っています。
さらに、
マネジメントシステムサポート
（システム監査）
などを通じて、
各事業所の安全管理

「死亡・重傷災害ゼロ」
「感電・墜落災害ゼロ」
の達成を決意し、
「東北電力
2021年度は、
グループ安全・保安方針」
に基づいた行動の定着に向けた取組みを更に充実させるととも
に、当社事業を支えて頂いている仲間から絶対に災害は起こさせないという気概をもって
以下のとおり取り組んでいく。
Ⅰ．
「東北電力グループ安全・保安方針」に基づいた安全活動の推進

労働災害度数率※1の推移

1.0

労働災害強度率※2の推移

ー 当社 ー 全国全産業平均

2.0

1.61

1.63

1.66

1.83

1.80

ー 当社 ー 全国全産業平均

0.15

1.95

0.10

0.10

0.07

0.09

0.09

0.09

0.09

0.05

0.21

0.17

0.25

0.20

0.20

0.28

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

0.0

34人

0.00

※1 度数率：労働時間100万時間あたりの休業災害発生数

0.0076 0.0039 0.0060 0.0041 0.0008 0.0071
2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

※2 強度率：労働時間1,000時間あたりの労働損失日数

労働安全衛生マネジメントシステムの展開
計画（P）

評価（C）改善（A）

ノウハウ継承
安全自己点検票

安全衛生委員会等
従業員の意見反映
教育訓練
体制の整備
文書管理
記録

Performance Data

危険・有害要因特定
各部門作業チェック票
安全パトロールチェック票など

運用上の留意点

活動の評価・改善

PDCAサイクル
安全推進方針、
健康推進基
本方針、
安全・健康推進計画
など

実施（D）

マネジメントシステム
サポート
︵システム監査︶
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安全衛生推進者

安全自己点検

38

52人

日常的な点検・改善等

20

安全管理者

安全・健康推進計画の
実施・運用

事業所は、
時宜を捉えた効果的な運動を展開し災害防止に努める。
特に、
著しく作業環境が悪化し災
害発生リスクが高まる酷暑期、
厳寒期はグループ会社と一体となって下記運動を展開する。
［重点期間8月1日〜8月31日］
・夏季労働安全推進運動（7月1日〜9月30日）
［重点期間1月15日〜2月15日］
・冬季労働安全推進運動（12月1日〜2月28日）

（2020年度）

安全・健康推進計画の作成
︵目標・実施計画︶

Ⅲ．
季節特有の労働災害防止に向けた安全推進運動の実施

種教育を実施しており、
法令遵守に努めています。
法令教育受講実績

安全推進方針・健康
推進基本方針の表明

「安全文化再構築に向けた取組み」
に係る以下項目に対する具体的な施策を策定し、工事に携わ
るすべての関係者と一体となって取り組む。
・工事会社を含めた安全を最優先とする意識の共有化
・危険のポイントを見抜く
（危険感受性を高める）取組みの充実
・声出し・声掛けの実践
・チーム力を高める取組みの充実
・工事会社との双方向コミュニケーションの強化・充実

また、安全関係管理者の選任にあたっては、労働安全衛生法等の関係法令に基づく各

Governance

Ⅱ．
請負工事会社・委託会社の作業関係者と一体となった安全活動の推進

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ています。

Social

事業所長は、
安全に対するトップマネジメントを発揮し、
事業所全体に
「東北電力グループ安全・保安方
針」
に基づいた行動が定着するように、
様々な機会をとらえ活動を進める。
安全スタッフは、事業所長との連携のもと安全の要として、事業所全体に
「東北電力グループ安全・保
安方針」
に基づいた行動が定着するように率先して啓発活動に取り組むとともに、各種安全活動を
着実に進める。
所属長は、
ライン管理のもと、
所属員に
「東北電力グループ安全・保安方針」
に基づいた行動が定着する
ように率先して啓発活動に取り組み、
所属員の安全に対する意識高揚を図る。
また、
全社大の災害事例
を職場全体で共有し、
自らに置き換えることで類似災害の防止に努めるとともに、
日常業務・通勤時・
作業時・車両運転時等、
あらゆる場面に応じた適切な指導・助言を繰返し行い、
社員災害防止に努める。
所属員は、
「 東北電力グループ安全・保安方針」
に基づいた行動が定着するよう日々意識した行動
を実践する。

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

Environment

の取り組み状況を確認しながら、全社的な安全管理レベルの向上を図っています。
また、労

2021年度安全推進方針（一部抜粋）

Introduction

安全推進方針

安全

当社は、
「原子力安全に関する品質方針」
を定め、原子力安全を最優先に位置付け、原
子力品質マネジメントシステムの着実な実施と、継続的な改善を行うこととしています。今

安全文化の育成および維持ならびに関係法令等遵守のための方針
「原子力安全に関する品質方針」は、
「 安全文化の育成および維持ならびに関係法
令等遵守のための方針」
を兼ねています。

Introduction

原子力安全に関する品質方針

後も、
さらなる安全性の向上に向けた取り組みを着実に実施していきます。
原子力発電所の施設管理の実施方針
原子力安全に関する品質方針
を取り入れ、
リスクを低減し続けることにより、原子力安全を向上させる使命がある。

実施するため
「原子力発電所の施設管理の実施方針」
を定め、原子力発電所の安全確
保に取り組んでいます。

このため、一人ひとりが強い責任感を持ち、安全文化の育成および維持とたゆまぬPDCA
活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得ることを決意し、以下の方針を定める。

1 安全最優先の徹底
2 法令・ルールの遵守
3 常に問い直し、問いかける習慣の定着
5 積極的な改善の実践

原子力発電所の施設管理の実施方針
原子力発電所の安全確保のためには、施設管理を確実に実施することが重
要である。
「原子力安全に関する品質方針」
に基づき、施設管理を着実に実行していく
ため、
プラント停止中の現状を踏まえ、以下のとおり原子力発電所の施設管理
の実施方針を定める。

Social

4 情報共有の充実

Environment

われわれには、先人の高い安全意識を継承し、東日本大震災を含む数多くの教訓・知見

当社は、
「 原子力安全に関する品質方針」のもと、原子力発電所の施設管理を着実に

1．震災後の設備健全性確認および復旧の確実な実施
2．停止期間中の設備保管対策・点検の確実な実施
3．新知見を主体的に取り入れた安全対策の実施
5．技術継承による力量向上

を基本に、
マイプラント意識を醸成し、
たゆまぬPDCA活動により、継続的な保

Performance Data
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守管理の向上に努める。

Governance

4．点検記録の重要性の再認識と確実なチェックの実施
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お客さまの安全確保の取り組み

電気を送るための電柱・電線などの電力設備の多くは、
お使いいただく一般家庭など
の生活環境の近くに設置しています。

お客さまの感電事故を防止するためのパトロールや注意喚起を実施
送電線や配電線に近づき過ぎたり触れたりすると、生命に関わる重大な感電事故
を引き起こす危険性があります。また、停電が発生し、社会的に大きな影響を与える

そのため、電力設備の工事を行う際は、バリケードの設置や交通誘導員を配置するな
ど、
周辺のお客さまの安全確保に万全を期したうえで行っています。

Introduction

お客さまの安全確保を最優先した工事の実施

場合もあります。
そのような事故を未然に防ぐために、当社では「釣り場」や「こいのぼり・祭り・凧上
げ」などが行われる場所などで、時節を捉えたパトロールを行い、危険な箇所はない
会・実 施 団 体ならびに釣 具 店などのお客さまを訪 問し、安 全に関する助 言や、ポス
ター・チラシの配布による注意喚起を行っています。
さらに、感電事故防止を呼びかけるコンテンツをホームページに掲載し、閲覧され

Environment

か確 認を実 施しています。また、土 木 建 築 業、伐 採 業、農 業や、それらに関 連する協

るお客さまへ、広く啓発を行っています。

Social

工事範囲のバリケード設置

交通誘導員の配置

TOPICS
Governance

高齢者宅の電気設備訪問
東北電力ネットワークの各事業
所では、企業グループと協力しなが
Sustainability Data Book 2021

ら、地域活動の一環として自治体や
社会福祉協議会などと連携し、一
して電気設備安全点検や、照明器
具の清掃などを行っています。

一人暮らし高齢者宅電気設備点検・清掃活動
十和田電力センター
感電事故防止のために
https://nw.tohoku-epco.co.jp/accident/
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Performance Data

人暮らしのお年寄りのお宅を訪問

お取引先の皆さまとのコミュニケーション

当社では、
資材・役務調達に際して、
安定調達・品質確保を前提とした調達価格の低減を図っています。
お取引先の皆さまからさらなる信頼をいただくためには、調達活動においても、企業に求められる社会的責任を果たしていくことが重要であると考えています。
「調達基本方針」のもと
公正・公平な調達活動を展開
行われており、具体的な調達手続きなどを当社ホームペー
ジ上で紹介しています。
また、
当社との取引を希望する皆さ
まより、
随時、
製品のご提案なども受け付けています。
調達担当者への教育
調達業務に従事する社員に対しては、企業倫理の浸透
情報システムを活用した関係法令のデータベース化など、
取引先との適切な関係を保つ健全な企業風土の構築に
取り組んでいます。
今後も、企業信頼度向上に資する教育施策を継続的に

Sustainability Data Book 2021
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2 公正

当社は、
調達にあたって、
品質、
価格、
納期、
安定供給、
ア
フターサービス、既設設備との技術的な整合性、取引の
実績ならびに企業姿勢などを総合的に勘案し、公正・公
平な評価にもとづいて選定します。

当社は、安全に関する関連法令等を遵守するとともに、
安全の確保、
災害の防止に取り組みます。
5 環境への配慮

当社は、
環境の保全や資源の有効活用に配慮するととも
に、
グリーン調達を推進し、資源循環型社会の構築に努
めます。
6 情報の適正な管理

当社は、調達を通じて知り得た機密情報、個人情報等を
適切に管理、
保護します。

3 法令・社会規範の遵守

当社は、調達にあたって、国内外を問わず事業活動を展
開する地域において、人権の尊重はもとより、
すべての関
連法規を遵守するとともに、
その精神をも尊重して業務
を遂行します。
また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
は断固として排除し、取引先の皆さまにも同様の排除を
求めます。

7 相互信頼

当社は、公正な調達を通じて、取引先の皆さまと良好な
相互信頼関係を築くことをめざします。
8 社会への貢献

当社は、調達を通じて、取引先の皆さまとともに社会に
貢献します。

Performance Data
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当社は、優れた実績のあるお取引先の皆さまとの関係を
維持するだけでなく、常に新しいお取引先の皆さまから
購入することにも心がけています。
このため、
国内外の企業に広く門戸を開き、
当社とのビジ
ネスチャンスを提供します。

4 安全の確保

Governance

行いながら、
社員の業務遂行能力を養成していきます。

1 オープン

Social

および法令遵守の徹底に資する社員教育の実施、社内

調達基本方針
Environment

当社の調達活動は、公正・公平な評価に基づき明確に

Introduction

公正・公平な調達

お取引先の皆さまとのコミュニケーション

Introduction

CSR調査の実施
当社は、お取引先の皆さまをパートナーと位置付けて
おり、企業に求められる社会的責任をお取引先の皆さま
とともに果たしていくこととしています。
そのため当社では、
お取引先の皆さまにご協力いただきたい事項として、国内
外におけるすべての関係法令の遵守、人権の尊重など、7
め、主なお取引先の皆さまに対して、
その取り組み状況の
調査を実施するとともに、調査結果を数値化の上、対話
活動を実施しています。

2020年度には、386社のお取引先の皆さまを対象に
CSR調査を実施し、改善の余地があると考えられるお取
引先さまに対しては、対話を通じて取り組みの改善をお

すべての関係法令（国内外を問わず取引先の皆さまが
事業活動を展開する地域における民法、商法、独禁法、
下請法など）
と社会規範の遵守
人権の尊重、
児童労働・強制労働の禁止、
差別の禁止
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除

適正な価格での資材の提供
当社が求める品質等を満たす資材の継続的な提供
継続的な技術力の向上
5 アフターサービスの充実

メンテナンスへの協力

2 安全の確保

安全衛生に関する関係法令の遵守
適切な管理による安全衛生の確保および災害の防止
3 環境への配慮

ISO14001等に準拠した環境マネジメントシステムへの
取り組み
（有害化学物質の削減など）
環境に配慮した製品造り
および

グリーン調達の積極的な取り組み

3R（リデュース・リユース・リサイクル）等への積極的な取り組み

当社は、
お取引先の皆さまに対して、積極的に情報を開示するとともに、
コミュニケー

不具合に対する適切な対応と保証
緊急事態（災害・事故等）時への対応
6 デリバリー体制の確立

確実な納期・工期の確保
安定した供給体制の整備
7 情報の適正な管理

機密情報および個人情報等の適正な管理
Governance

良好事例に関する感謝状の贈呈
Sustainability Data Book 2021

4 適正な価格と品質の確保

Social

願いしています。

1 法令・社会規範の遵守

Environment

つの実践項目
（「資材取引先の皆さまへのお願い」）を定

資材取引先の皆さまへのお願い

ションの充実を図っています。
その一環として、各種提案制度について当社ホームページ上で公表・募集しています。
直接、感謝の意を表しています。
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感謝状贈呈の様子

Performance Data

ご提案いただいた良好事例については感謝状を贈呈することで、
当社への貢献に対して、

人権の尊重
基本的な考え方

ない環境づくりを推進しており、多様性を持った従業員が活躍できる職場づくりに向け、

1994年度から人権意識の向上などを目的とした講演会や教育などを実施しています。

当社では、
この行動原則とそれに基づく行
い活力ある企業風土づくり」を掲げています。

こ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
2020年12月には、

動指針を、従業員の人権に対する基本的な考え方として、
ステークホルダーの皆さま、
そ

プのイントラネットに掲載し、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・

して企業グループ従業員相互の信頼関係が一層強固なものとなるよう、以下の行動指針

啓発活動を実施しております。今後も、企業グループを含めた従業員一人ひとりの人権

を掲げて取り組んでいます。

意識の向上に取り組んでいきます。
東北電力グループ行動指針（抜粋）

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。

個人の尊重

3,631

2,130

2,845

（人）

ハラスメントの防止に向けた取り組み
当社では、
「働きやすい職場のためのハンドブック」
を社内掲示板に掲示するとともに、定
期的な注意喚起や対話、
新入社員から管理職まで各階層での研修などを実施しています。

従業員一人ひとりの人権や人格、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。

た際の対応等について学ぶとともに、
パワハラ対策等の知識・スキルの習得に向けて
「部下

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。

相談窓口の設置

特に、管理職を対象とした研修では、
ハラスメントの基礎知識や具体例、実際に発生し
育成ハンドブック」
を配布し、
ハラスメント防止への意識を高めています。

ハラスメントに関する相談では、相談者を含む人間関係に配慮した対応が求められるた
め、
ハラスメントに特化した相談窓口を置き、相談しやすい環境を整備するなど、人権侵害
を回避できる仕組みが求められています。
当社においても、職場でのハラスメントに関する相談に対し、関係者のプライバシーの保
護、機密の保持を前提に、速やかな対応がとれるよう、
ハラスメントに係る一元的な相談窓
口を社内外に設けています。

Governance

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
風通しの良い活力ある
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
企業風土づくりと
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、
改善していく
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
組織文化の醸成
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。

Sustainability Data Book 2021

2020年度

Social

性別等による
差別の禁止

人権関係教育への参加実績（全社）

2019年度

Environment

〜個人の尊重と風通しの良い活力ある企業風土づくり〜

2018年度

Introduction

「東北電力グループ行動指針」
では、行動原則の一つとして
「個人の尊重と風通しの良

相談窓口では、相談内容に基づいて事実確認のための調査を実施し、
ハラスメントの有
無を確認した上で対応策を検討します。

経営環境の変化に柔軟に対応していくためには、
多様性を持った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。
これを踏まえ、
当社では、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
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置して人権啓発推進体制を明確化し、社員の人権意識向上を図るとともに、差別を許さ

また、相談窓口担当者は研修を受講し、必要なスキルを身につけるとともに、個人情報
の管理や相談者に対する不利益取り扱いの禁止などを徹底し、相談窓口の適切な運用
に努めています。
相談窓口では寄せられた相談に真摯に対応し、
ハラスメントのない職場づくり、
そして
誰もがイキイキと働ける会社であり続けられるよう取り組みを進めています。

Performance Data

人権意識の向上

人権の尊重
取引先の人権リスク評価

東北電力グループは事業活動（調達を含む）
による潜在的な人権リスクを把握し、予防・軽減するための様々な取り組みを行っていま
す。今後も人権リスクの把握と対応の徹底に努めていきます。

当社は
「資材取引先の皆さまへのお願
い」において人権に関する取り組みを要請

Introduction

潜在的な人権リスクの把握と対応

するとともに、お取引先さまを対象とした
ステークホルダー

長時間労働
労働災害の発生
健康未配慮
職場でのハラスメント行為
セクシャルマイノリティ差別

お客さま・地域

事業運営に起因する環境悪化に伴
う住民生活への影響や健康被害
個人情報の漏えいやプライバシーの
侵害
不正な販売行為による不利益

取引先

児童労働、
強制労働
差別などの人権侵害
劣悪な労働環境
不適切な労務管理
（長時間労働や
不当解雇、
給与の未払い等）

の中で、
お取引先さまにおける
「CSR調査」
人権（人権の尊重、児童労働・強制労働の
禁止、差別の禁止）に関する取り組みを確
認しています。
具体的には、人権に関する社内方針、人
権に関する相談体制、
および人権に関する

Environment

潜在的な
人権リスク

従業員

定期的な調査等について確認しています。
また、調査結果を分析し、改善の余地があ

方針類の整備

東北電力グループ行動指針

東北電力グループ安全・保安方針

東北電力グループ環境方針

話活動を通じてアンケート調査内容の確

東北電力グループ企業倫理・法令遵
守活動方針

東北電力グループソーシャルメディ
アポリシー

認や意見交換、意識の共有などを図るとと

健康推進基本方針

個人情報保護方針

ダイバーシティの推進、
ワークライフ
バランスの実現に向けた取り組み

環境アセスメント、環境対策（大気
保全、水質保全、生物多様性への
配慮等）

取引先への人権に関する取り組み
の要請および
「CSR調査」
による人
権に関する取り組み状況の確認

個人情報の安全管理体制の整備と
安全管理措置の実践

「CSR調査」結果を踏まえた取引先
の主体的な改善依頼

労働安全衛生マネジメントシステム
の展開
企業倫理相談窓口等の設置

お客さま問い合わせ窓口の設置（電
話、インターネット）に加え、不当な
勧誘および販売行為を防止する社
内取り扱いを規定

関 連
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お取引先の皆さまとのコミュニケーション
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人権教育の実施

もに、取り組みの改善をお願いしています。

Governance

健康経営の実践

Social

主な取り組み

調達基本方針

ると考えられるお取引先さまに対しては、対

東北電力グループ行動指針

多様性を尊重した職場づくり

ダイバーシティの推進

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

障がい者雇用への取り組み
当社では、障がい者の活動の場を広げ、積極的な社会参加を実現するため、教育機
関などと連携した採用活動を行っています。
また、障がい者職業生活相談員を、法を上回る基準で事業所に配置し、会社生活を営

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コ

むうえで生じる個々の相談にきめ細かく対応するとともに、合理的配慮の考えに鑑み、職

ミットメント」のもと、
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様々な

場内のバリアフリー化を図るなど職場環境の整備に努めています。
「東北電力フレンド
障がい者の一層の雇用促進を図るために2018年7月に設立した
リー・パートナーズ株式会社」
は、
当社向けに事務補助等を行うオフィスサポート事業を

女性役員の登用に向けた取り組み
当社は、
日本経済団体連合会が掲げる
「2030年までに役員に占める女性比率を30％以
上にする」
チャレンジへ、
2021年４月に東北電力として賛同を表明しました。
女性活躍推進法に基づく
「一般事業主行動計画」
の数値目標（2025年3月末までに、

担っており、2019 年5月に特例子会社の認定を受けています。認定後の当社の障がい
者雇用率は法定雇用率（2.3%）を上回る実績となっており、今後も東北電力フレンド
リー・パートナーズと連携しながら、障がい者が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くこととしています。

努めていきます。

障がい者雇用者数と障がい者雇用率の推移
（人）

障がい者雇用者数

300

多様な人財の活躍推進
た取り組みを推進し、
「次世代育成支援対策推進法」
および
「女性活躍推進法」
に基づく認
定「くるみん認定（3回目）
「えるぼし認定
」
（2段階目）
」
のほか、各県より働き方改革や女性
Sustainability Data Book 2021

活躍に関する認証をそれぞれ受けています。
今後も、
男女の共同参画をさらに推進し、地域社会とともに成長する企業であり続けた

（%）

障がい者雇用率

2.5
245

250
200

212

209

2.09

2.06

150

221

213

210

2.04

235

2.32

2.1

2.21
2.07

2.03

2.3

1.9

100

1.7

50

1.5

Governance

当社は、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

Social

の達成に向けて女性管理職の育
女性管理職数を2019年度期首比で1.5倍以上とする）
成支援、登用を進めています。
これまで以上にダイバーシティ＆インクルージョンの推進に

Environment

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

テーマでダイバーシティ推進に取り組んでいます。

Introduction

ダイバーシティ＆インクルージョンに関する考え方

いと考えています。

0.0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

※2019年度実績から、東北電力フレンドリー・パートナーズ株式会社を算定基礎数に含む。
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2020

（年度）
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0

多様性を尊重した職場づくり

ワーク・ライフ・バランス
当社では、従業員一人ひとりが心身ともに充実した状態で意欲的に業務に取り組み、
成果をあげるためには、
「 働き方改革」に代表されるようにワーク・ライフ・バランスの実
現が重要であると考えています。
ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）の実現に

具体的な取り組み事例

週1日の
「ノー時間外デー」
の設定
目的・論点・所要時間を明確化した効
率的な会議運営

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた各種制度の導入

業務量に見合った適正な人員配置
計画的なスケジュール管理による休暇
取得の促進

達するまで）
、
介護休職制度
（最大2年間）
、
勤務時間を最大3時間まで短縮できる育児支援

育児休職制度
（女性）

び地域活動に参加する際に取得可能な
「ボランティア休暇」
を設けています。

取得率
育児休職制度
（男性）
取得率

育児支援制度

育児支援勤務時間制度

年、2015年および2020年に宮城労働局より同法に基づく次世代育成支援企業として

配偶者出産時の休暇制度

の認定を受けています。

取得率
子の看護のための休暇制度

2020年度には、フレックスタイム制度の適用事業所を拡大しており、今後も在宅勤務

労働時間の適正管理
当社では、業務品質の向上と従業員のやる気・活力を引き出す観点から、労働時間の適
正管理に取り組んでいます。
また、
2019年４月の労働基準法改正を踏まえ、時間外労働の上限値設定や休暇取得
日数の管理等、
労働時間の低減に向けた取り組みを強化しています。
今般、
「一般事業主行動計画」
において、
2025年3月末までに普通休暇取得率8割以上
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とする目標を定め、
普通休暇取得促進に向けた取り組みを加速していくこととしています。

家族の介護のための休暇制度
ボランティア休暇制度

2020年度

48
97.9%
6
1.6%
144
327
88.4%
446
7
3
185
27

43
97.7%
5
1.4%
141
322
88.5%
540
4
2
212
87

45
97.8%
13
3.8%
147
316
92.1%
531
2
4
122
5

健全な労使関係
当社の労働組合には、会社の利益を代表する者などを除く全社員が加入しており、会社
と労働組合の間では、労使がともに生産性の向上に努めることを盛り込んだ
「生産性労働
協約」
を1956年に他社に先駆けて締結しています。
各事業所ではこの労働協約に基づいて
「生産協議会」
を設置し、業務実施計画や業務
運営について、会社事業の発展とその円滑な運営を図るための協議を行うなど、労使間の
理解と信頼を深め、事業を推進しています。

Performance Data
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児休職が当たり前の職場」
を目指して取り組んでいきます。

介護支援勤務時間制度

2019年度

Governance

休職については、女性社員だけでなく男性社員も取得しやすい雰囲気づくりに努め、
「育

介護休職制度
介護支援制度

（人）

2018年度

Social

なお、
当社は、仕事と子育ての両立を支援する職場環境づくりに努めており、次世代育

制度の見直し等、従業員の多様な働き方の実現に向けて取り組んでいくとともに、育児

育児休職の様子

ワーク・ライフ・バランス実現のための施策と利用者数等

このほか、従業員の多様な自己実現を支援するために、社会福祉・社会奉仕活動およ

成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画」
に掲げた目標の達成により、2008

Environment

管理職を対象とした労務管理能力・コ
ミュニケーション能力の向上を目的とし
た教育の実施

勤務時間制度、
介護支援勤務時間制度などを導入しています。

子育てサポート企業認定マーク
（愛称：くるみん）

始業ミーティングを活用した日々の業
務予定や到達目標の明確化

向けて、各種制度の導入や、労働時間の適正管理に努めています。

当社では、
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、
育児休職制度
（子が満3歳に

Introduction

ワーク・ライフ・バランスに対する考え方

人財の確保と育成

成長の原動力となる人財の育成
Introduction

人財育成に対する考え方

職場内外における各種教育や訓練による計画的な人財育成

当社は、会社の成長の原動力は従業員であるとの考えのもと、人財基盤強化を図るため、
様々な人財育成施策を展開しています。
こうした従業員一人ひとりの成長は、会社のみな
らず、事業を通じた社会貢献にも大きくつながるものと考えています。

OJT（職場内教育）
「技術・技能」
「経験」
とその
「到達レベル」
を具体
当社の従業員は、
習得すべき
「知識」
的に明示したツールである
「成長ロードマップ」
を活用し、上司との対話をもとに能力開
発目標を設定のうえ、
その達成に向けOJTや集合教育などに取り組みます。
また、上司は日々のOJTを通じて目標への取り組み状況を把握するとともに、定期

東北電力・東北電力ネットワークでは、電力安定供給を通じた地域の発展への貢献や
お客さまサービスの一層の向上、新たな経営課題に挑戦できる人財を安定的に確保す

的に到達度を確認し、さらなる成長に向けた指導・助言を行う
「ステップ・アップ・サ
ポート」により、PDCAサイクルに基づく計画的な人財の育成を図っています。

るという観点から、2019年度は303名・2020年度は325名を新規採用しています。
一方で、事業運営に必要な技術・ノウハウを維持していくためには、個々の従業員が蓄

職場内外における各種教育や訓練による計画的な人財育成
当社では、①OJT②Off-JT③自己啓発を3つの柱として、相互に有機的な連携を図りな

を設け、高年齢者の能力を積極的に活用することとし、各自のニーズに応じた多様な就

がら、効果的な人財育成に努めています。共通教育や各部門教育の実施状況について毎

業機会を提供しています。2020年度は155名を新たに採用し、年度末時点では490名

年振り返りを実施し、
各教育施策の改善と品質の向上に努めています。
教育の実施

・受講者アンケート
・評価・振り返り

変革に挑戦できる人財の育成に向けた能力開発
東北電力グループ中長期ビジョン
「よりそうnext」
においては、
「ビジネスモデル転換を

Sustainability Data Book 2021

・各部門教育・共通教育の振り返り
・人財育成に係る要望の集約
・翌年度教育方針への反映

Governance

育を実施するなど、柔軟な発想で変革に挑戦できる人財の育成を積極的に進めていき

人財総合受付
なんでも相談窓口

各年度の教育訓練計画

こうした観点から、2020年度は新規事業分野に関する理解や専門知識・語学力の向
信部門において、ITやデジタルなどのDXに関する技術・手法の習得を目的とした各種教

実施状況評価

・問合せ・要望受付

支える人財の発掘・育成」
を企業価値創造を支える経営基盤の要素として掲げています。
上を目的とした
「事業創出力育成研修」を実施しました。
また、事業創出部門や情報通

Social

積した経験を社内に継承していく必要があります。
そのため、定年退職者の再雇用制度

の再雇用者が働いています。

Environment

人財の安定的確保と意欲・活力の向上

人財育成の基本的な流れ
成長の道標の提示

成長の支援

ます。
また、基盤となる電力供給事業においては、高い使命感のもと安定供給を支える確
成長
ロードマップ

教育件名

事業創出
部門
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・デジタル化人材育成社外セミナー1.2
・データ活用人材育成社外セミナー
・データ活用次世代リーダー社外セミナー
・ヒジネス人材育成社外セミナー1.2

情報通信
部門

・IT人材育成研修
・デジタルトランスフォーメーション教育
・IPA中核人材育成プログラム

上司との
対話による
目標の設定

成長の
ステップ

P

D

A

C

ステップの
確認

上司による
定期的な
到達度確認と
指導・助言

ステップ・
アップ・
サポート

到達度確認

Performance Data

かな技術・技能を有する人財を育成していきます。

人財の確保と育成
職種別部門教育・技能訓練

職種別の部門教育、
海外や国内の大
新入社員研修や入社3年目教育などの階層別教育、
学院等への派遣教育など、
体系的かつ多様なプログラムを取り揃え、
Off-JTに取り組んでい

職種別部門教育では、各部門において業務品質の向上に必要な専門的知識・技能の
伸長を図っています。

Introduction

Off-JT（職場外教育）

給電・変電・送電の3部門では、技術技能の継承や安全に対する取り組みの再認識、

ます。
また、2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止やニューノーマル時代の多様な働

安 全 意 識の醸 成を図ることを目的に、毎 年 合同で総 合 技 能 大 会を開 催しています
（2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました）。

き方への対応という観点から、
オンラインによる研修を多く採用しています。

また、配電部門や火力部門・土木建築部門などでも、
日常業務における技術・技能や

階層

主な集合教育

災害時の対応能力の向上を目指し、定期的に実働訓練やオンラインによる技能研修、競

派遣教育

技会を実施し、
これまでの経験で得た技術・技能の研鑽を図っています。

次世代リーダー育成研修（指名）

管理職層

Environment

Off-JTにおける共通教育体系図

第一線事業所長研修

Social

電力高度専門アカデミー（公募）

国内派遣研修

リーディングプレイヤー研修（指名）

国内留学研修

プレマネジメント研修（指名）

中堅層

海外留学研修

新任管理職研修

事業創出力養成研修（公募）
自己変革力養成研修

火力部門におけるオンライン研修の様子

若手社員ステップアップ研修

若年層

配電部門における技能訓練の様子

送電部門における電線付属品付け訓練
の様子

新入社員導入教育

自己啓発支援制度
次世代経営人財の計画的な育成
企業グループの継続的な成長に向けては、先見的ビジョンや創造的ビジネスモデルを
構想し、決断力と使命感を持ち目標を完遂することができる人財の計画的な育成が重要

以下に記載の制度のほか、
eラーニングによる自己啓発支援を行っており、個人の学習意
欲に応じて様々なコンテンツを学習できる環境を整備しています。

指導職や特別管理職を対象とした
「次世代リーダー育成研修」
を実施しています。
この
研修へは東北電力・東北電力ネットワーク社員のほか関係会社社員も参加し、企業グ

公的資格取得助成制度

ループ全体としての能力の向上を図っています。
通信教育助成制度

次世代リーダー育成研修の体系
主任・主査クラス
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革新リーダー研修

本店・本社副長クラス

ミドル・マネジメント研修

本店・本社課長クラス

経営マネジメント研修

副部長クラス

エグゼクティブ・リーダー研修

新任執行役員・室部長

新任執行役員・室部長研修

TOEIC®受験補助

会社業務に関連のある公的資格等を自己負担で取得した場合、
その自己啓発努力に対して祝金を贈呈する制度
会社が推奨・募集する通信教育を受講し、修了した場合、
その経費の一部を助成する制度
年1回、会社が指定する期日でのTOEIC®受験について、
受験料および試験会場までの交通費を補助する制度
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となります。
こうした将来的に企業グループの中核を担う人財の育成を目的として、専門

力開発支援策を推進しています。

Governance

各種自己啓発支援制度を設け、
一人ひとりの多様な能力やニーズに対応できる様々な能

健康経営
生活習慣病対策

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

歳以上のメタボリックシンドローム該当者については、特定健診・特定保健指導等を、健康保険

毎年の定期健康診断結果を踏まえ、生活習慣改善に着目した保健指導を実施しており、40

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
しました。
このような健康づくりに関する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。
健康経営の実践により、一人ひとりの心身の健康状態
が改善し生産性が上がることで、企業価値向上につなげ
ていきます。

当社では、従業員が健康で安心して働けるよう、産業医・衛生管理者による衛生巡視と職場
環境測定の結果を踏まえた職場環境の維持・向上に取り組んでいます。
喫煙対策については、2006年度までに社内分煙化による受動喫煙対策を完了し、2009年
度までの3年間で、全館禁煙を基本とした喫煙場所の削減による喫煙者の減少に取り組むな
ど、継続的な対策を進めました。2020年4月健康増進法改正の施行を契機に、本店ビルをはじ

減しました。

当社では、健康管理レベルの向上を図るべく、管理職による
「ライン管理」
と従業員自身による
「自己管理」
を2本柱に、産業医や健康推進スタッフによる個別指導や社内セミナーの開催を通
じ、管理職や従業員の健康に対する意識向上を促すなど、生活習慣病対策やメンタルヘルス対
策に積極的に取り組んでいます。
従業員一人ひとりの健康増進を図るため、全般的なPDCAサイクルをしっかり回すことによ
り、継続的な改善を着実に進めています。

行っています。
具体的には、
コミュニケーション・スキルなどに関するセミナー、新任管理職などを対象とした
ライン管理に関する研修、新入社員を含めた若手従業員を対象としたストレスへの
「気づき」
と
対処方法に関する研修、異動により職場環境が変わった従業員に対するカウンセリング、社外
の専門機関の相談活用などを継続的に実施しています。
また、
ストレスチェック制度において、従業員に対し自身の心の健康状態への気づきを促すと
ともに、集団分析結果を踏まえた職場環境改善の取り組みにより、
より働きやすい職場づくりを
推進しています。

感染症対策
新型イン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。）が発生した場合、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となる
ように、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、適切な意思決定に基づき
事業を継続することが求められます。
一方、新型インフルエンザ等発生時には、多くの従業員が本人の罹患や家族の看病等のため
に休務する可能性があり、
また、感染者と濃厚接触した従業員についても外出自粛を要請され、
出社できなくなることも考えられます。
さらに、新型インフルエンザ等の感染拡大時には、業務に
必要な物資やサービスの確保が困難になる可能性があります。
このため、
当社は、
「 新型インフルエンザ等対策業務計画」
を策定し、新型インフルエンザ等流
行時における危機管理体制、事業継続に関する対策、感染予防・拡大防止対策を明確化し、新
型インフルエンザ等流行時においても、感染による従業員の人命の危機を回避しながら、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東北電力およ
び東北電力ネットワークの役割の遂行に万全を期すこととしています。
関 連
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新型コロナウイルス感染症への対応
統合報告書 P83
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一人ひとりの心とからだの「健康づくり」を支援

当社では、従業員の心の健康を確保するため、厚生労働省が定める
「労働者の心の健康の
保持増進のための指針」に基づき、
「 セルフ・ケア」
「ライン・ケア」
「スタッフ・ケア」
「 外部ケア」
の4つのメンタルヘルスケアにより、
メンタルヘルス不調の予防と早期発見のための取り組みを

Governance

め、各事業所での敷地内禁煙を進めるなど、喫煙率の低減に取り組んだ結果、喫煙率は喫煙対
策ガイドライン策定時（2004年度）の44.3%から21.2ポイント減の23.1%（2020年度）
に低

メンタルヘルス研修

Social

健康に働くことができる「職場づくり」の推進

組合と連携して行っています。
さらに、
当社としては、予防の意識付けが必要な若年層に対し、重
点的に個別指導を実施しています。
また、厚生労働省の
「全国労働衛生週間」
および健康保険組合連合会の
「健康強調月間」
に
合わせて健康増進運動を実施し、従業員一人ひとりの生活習慣改善および運動習慣づくりの
きっかけとなる取り組みを行っています。

Environment

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。
具体的には、年度ごとに
「健康推進基本方針」を策定し、健康に働くことができる
「職場づく
り」
の推進および従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。
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
「健康推進基本方

Introduction

健康経営に関する取り組み

