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皆    中国電力     事業運営  理解  協力 賜 ，誠            

  中国電力    経営      実現 向  取 組  着実 進    ，        
最優先 業務運営    実行   ，2019年度 経営計画 策定     

 全面自由化  ３年 経過 ，厳  競争環境   電力小売事業    勝 抜      ，
 客   多様     対 ，省   省      地域密着型 付加価値 高      提供
していくことなどにより，事業基盤である中国地域のお客さまに引き続き選択していただくとともに，中国
地域外     積極的 電力販売 取 組        

   ，将来    電力 安定的  低廉  届         ，原子力 稼働 不可欠   ，
新規制基準への適合はもちろんのこと，引き続き安全性を一層高める取り組みを積み重ね，なにより
 安全 第一 ，地域       理解        ，島根原子力発電所 再稼働 運転
開始に向けて最大限取り組んでまいります。 

 加  ，        電源構成 実現 目指 ，火力設備 信頼性 維持 向上 図  同時
に，既設設備の機能維持に重点を置き，更  安定稼働 取 組    ，電源 競争力強化 
努めてまいります。また，再生可能エネルギーの導入拡大を進めることで，CO2 排出抑制による環境
負荷の低減にも取り組んでまいります。 

 送配電事業     ，分割準備会社  中国電力        設立 ，2020 年 4 月に控え
  送配電部門 法的分離  向 確実 対応      ，中立 公平 透明性 高 業務運営 
もと，高経年化対策工事 着実 進     ，良質 電力 安定供給 努          ，
新たな価値の創造を目指し，保有するデータの活用や，新サービスを積極的に展開していきます。 

 将来    持続的 成長    収益基盤 確立 向   ，海外電気事業  継続的 
出資参画を進めていくことに加え，新ビジネスの創出推進のため，「エネルギア創造ラボ」を創設しました。
社外パートナーとも連携することなどにより，「電気事業のイノベーション」と「地域の課題解決」を柱に，
新たな価値の創造を目指していきます。 

 地域防災 観点   ，近年多発  大規模災害 対 ，     得 教訓 活  ，電気
事業者   停電 早期復旧 迅速  正確 情報発信    取 組  実施        

     取 組  加 ，徹底的 生産性 効率性 向上  不断 取 組     ，AI・IoT の
活用など新しい視点からの取り組みも検討することで，一層の経営基盤の強化を図り，将来にわたっ
てお客さまや株主・投資家をはじめとする皆さまに信頼され選択いただける， 「地域で選ばれ，地域を
   成長  企業      実現        

 今後  格別  理解  支援 賜      願 申 上    

2019年 4月 
 中国電力株式会社 
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地域 選  ，地域    成長  企業    

  客  満足度             提供    
 国内       電源競争力 実現    
 低廉で高品質な送配電ネットワークサービスをお届けします。
 国内 他地域 海外    収益基盤 確立    
 事業活動を通じて地域の課題解決と発展に貢献します。

中国電力    経営    （2016年１月策定）
【2020年代 展望  目指 企業    像】

3

1. エネルギーサービスの展開
2. 電源 競争力強化
3. 送配電ネットワークサービスの品質向上
4. 国内他地域・海外における収益基盤の確立
5. 地域社会との協働・共創
6. 収支・財務の改善

【ビジョン実現 向  行動計画】
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 当社を取り巻く経営環境が大きく変化をしていく中，当社が「地域で選ばれ，地域をこえて
成長  企業    」となっていくために，社員の一人ひとりが地域の皆さまから信頼いただけ
るよう，役員 率先垂範   ，全社を挙げて，コンプライアンス最優先の業務運営に取り
組んでいます。

 委員 社外有識者3名 含 企業倫理委員会 原則年4回開催し，コンプライアンスに
関する事項 議論     。

 過去 発生  不適切事案 対   ，原因分析のうえ再発防止対策を講じています。
このうち，島根原子力発電所    発生  不適切事案     ，社外有識者7名を
主体   原子力安全文化有識者会議 再発防止 向  取 組  定期的 報告  
おり，第三者 視点   意見・提言をいただいています。

※ 当社におけるコンプライアンスとは，単に「法律 社内   ・マニュアル等を守ること」だけではなく，
「倫理・道徳 含  社会的 規範 大切  ，守ること」をいう。

 全社員を対象とした「職場実態・社員意識調査」を2007年度  実施 ，コンプライアンス
意識 定着状況 把握・評価 行     。

 11月をコンプライアンス強調月間とし，過去 不適切事案 教訓       ，
コンプライアンス意識 浸透 業務管理 徹底 向  施策 全社 実施     。

コンプライアンス推進体制

主なコンプライアンス推進施策

4

コンプライアンス推進の取り組み
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Ⅰ．エネルギーサービスの展開

家庭から事業用までエネルギーに関する多様なニーズに対し，
付加価値の高いサービスを提供していくことで，お客さまに
選択していただくことを目指します。

5
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お客さまに選択していただけるエネルギーサービスの展開

お客      合   料金          提供
  客    使用実態 合   料金     設定 提案
 お客さまのニーズやライフスタイルに合わせた「ぐっとずっと。Eサービス」の提供

地域に根差した付加価値サービスの提供
         地域応援          更  地域活性化 向  取 組 

省   省        応   取 組 
              省  性 優  機器 推奨
 省   省        応         サービスの提供

燃料販売事業 取 組 
 販売拡大に向け，グループ一体となった営業活動を展開

6

 当社は，「ぐっとずっと。エネルギア」のキーコンセプトのもと，「ぐっと」    料金 ，「ぐっと」
便利      提供 向 取 組    ，多   客   当社 料金・サービスを選んで
いただいています。

 これからも，お客さまの暮らしに寄り添い，地域    成長 ，地域    成長     
よう，更       開発・向上に取り組んでまいります。

国内他地域における取り組み
 首都圏 中心   電力販売 取 組 
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 客       合   料金              提供
 当社は，電気  使用実態     設定  料金     ，地域密着型のポイント
サービスの提供により，お客さまに当社を選択していただくよう努めています。

料金     設定
 当社 ， 客    使用実態 合   料金     取 揃      
  家庭  客    ，            選  ４  料金
                 設定      新料金     ，
113万口※1のお客さまにご加入いただいております。

※1 2019年4月1日時点

ポイントサービスの提供
 ご家庭などのお客さまを対象とした会員制WEBサービス「ぐっとずっと。
クラブ」は，おかげさまでWEB会員が95.4万口※2となりました。

 「ぐっとずっと。クラブ」にご加入いただくと，毎月 電気料金やWEB
上のコンテンツの参加等によって貯めたエネルギアポイントを使って，
中国地域の特産品や地元スーパーのポイント等と交換できます。

 また，コラボレーションメニューにご加入いただいた場合は，中国
地域で事業を展開する提携先企業の特典を受けることができます。

 これからも，お客さまのご期待にお応えし，更       開発・
向上に取り組んでいきます。

※2 2019年4月1日時点

7
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地域 特産品（一例）
鳥取和牛肩ロース焼肉（鳥取）
のどぐろ一夜干（島根）
ワッフル・ワッフルバラエティ（岡山）
広島 好 焼 材料   （広島）
ふぐざんまい（山口）

提携先 その他ポイント交換商品

【参考】提携先・ポイント交換商品

コラボレーションメニュー（10社）
(株)イズミ
(株)エディオン
(株)広島東洋カープ
(株)山陰合同銀行
(株)NTTドコモ
(株)エネルギア・コミュニケーションズ
(株)天満屋
(株)フタバ図書
(株)サンフレッチェ広島
(株)広島銀行

ポイント提携等（19社）
地元スーパーマーケット（6社）
(株)アルテミスビュースカイ
KDDI(株)
イオンリテール(株)
両備ホールディングス(株)
島根県農業協同組合
(株)中国新聞社
広島ガス(株),広島ガスプロパン(株)

岩谷産業(株)
日本航空(株)（首都圏限定）
(株)エムアイカード
広島市
東城町商工会

8
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「ぐっとずっと。Ｅサービス」の展開
 2019年度   ，当社がお届けするサービスを「ぐっとずっと。Eサービス」と総称するとともに，
お客さまのニーズやライフスタイルに合わせたコミュニケーションを実施していくため，新たに「LINE」
を活用し，それぞれのチャネル特性に合わせサービスを展開してまいります。

（料金）

きほん
サービス

くらし
サービス

「ぐっとずっと。プラン」，旧選択約款メニュー

メール通知 ハガキ等でのお知らせ

規制料金

おとく
サービス

エネルギアポイントサービス キャンペーン 等

見守      どこじゃー GPS BoT」

卒FIT向け新サービス 「ぐっとずっと。グリーンフィット」

シェアリングサービス 「ぐっとずっと。シェア」

見  化，料金        

セットサービス

中国電力×Shufoo!アプリ

「ぐっとずっと。クラブ」 カスタマーセンター

LINE通知

「LINE」

スマホから，軽快に
     利用   

現在     利用
形態を変えたくない

より充実したサービス
 利用   

9
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2019年度  新  展開      
 2019年度  ，新たに，「LINE」活用，「ぐっとずっと。グリーンフィット」，「ぐっとずっと。シェア」
のサービスを展開していく予定です。

 当社は，今後も，お客さまからのご期待にお応えし，より多くのお客さまに選んでいただけるよう
更       向上 取 組       。

新たに展開するサービス 概 要
「LINE」活用

2019年夏頃 
サービスを開始
する予定

 新たなコミュニケーションチャネルとして「LINE」を活用します。
 今後は，「LINE   ，電気  使用量 料金 確認  
るようになります。

「ぐっとずっと。
グリーンフィット」 2019年9月頃に

事前申込の受付
を開始する予定

 固定価格買取制度     買取期間満了後 継続  
余剰電力 買取 希望    客   対 ，蓄電池等 
電気 貯  設備  用意        ，余剰電力 
おトクにご活用いただけるサービスを提供します。

「ぐっとずっと。
シェア」 2019年7月頃に

実証を開始する
予定

 全国大      展開  事業者  提携   ，不特
定多数 方 利用                 介  ，
多くの「人」を繋ぎ，様々な「モノ」を共有するなど，地域で
のシェアリングエコノミーの実現を目指します。

10
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地域に根差した付加価値サービスの提供
 2018年4月に，「地域 魅力 発信 ，地域の元気に繋がるよう応援する」とのコンセプトの
もとスタートした「ぐっとずっと。地域応援プロジェクト」について，更 魅力 高  ，2019年度
も継続実施します。

あなたの夢お手伝いします！
キャンペーン（2018年夏）

 地域の元気につながるモノ・コトを募集し，
STU48が現場に足を運び，地域を盛り上げる
お手伝いを実施します。

 また，地元温泉宿の宿泊割引券や2019年
度開催予定       「茶 夢」のチケット
など，地域 魅力 詰   特典  用意  
いきます。

「ぐっとずっと。地域応援プロジェクト2019」
冬もあなたをお手伝い！
企画（2018年冬）

【参考】 2018年度 実施内容 一例

そうめん流  地域 繋   ！

レクレーションボッチャを広めたい！

とんど祭りを盛り上げたい！グライダースポーツを観光資源に！

     行事 盛 上   ！

地域の祭りを盛り上げたい！

11
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国内他地域における取り組み

12

 当社は，2016年4月から，首都圏において，ご家庭などのお客
   対象   電気 販売 行      

 全国初となる「プロ野球チーム×電力会社」とのコラボレーションに
よる「カープ応援メニュー」などの付加価値サービスの展開により，
市場規模 大  成長性 高 マーケットである首都圏において
収益拡大を目指します。

   他 地域     ，首都圏  電力小売 軌道 乗  
うえで，事業の収益性などを踏まえ，拡大を検討していきます。

 法人分野  客       ，首都圏 中心 電気 販売 行      
  客   使用形態 応  料金     提案 加 ，中国地域内 長年培    電気事業 
ノウハウを活かし，省  診断                取 組     。

 当社グループが将来に    更 発展していくために，中国地域外     積極的 電力
販売に取り組み，価格競争力   料金     加 ，エネルギーに関する多様なニーズ
に対し付加価値の高いサービスでお応えしていきます。

家庭分野の取り組み

法人分野の取り組み

〔首都圏マツダスタジアム観戦ツアー2018〕
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省   省         応   取 組 
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  客   省  ・省         応     ，高効率ヒートポンプ機器等を推奨する
取り組みやソリューションサービスを実施しています。

法人分野の取り組み

 お客さまの設備やエネルギーのご使用実態，
エネルギー診断サービスによる計測データ等にもとづき，
各設備 運用改善    高効率      機器，
コージェネレーション設備および太陽光発電設備・
蓄電池導入の提案等を実施しています。

 今後も，省  ・省   のニーズに応じたソリューショ
ンサービスを実施していきます。

家庭分野の取り組み
 エコキュートをはじめとする電気給湯機は，2017年12月に契約口数100万口を突破するなど，多くの
お客さまにご選択いただいております。

 当社では引き続き，高効率ヒートポンプ式電気給湯機「エコキュート」をはじめ   省  性 優れた
機器を推奨することにより，お客さまのご期待に応えられるよう努めてまいります。

〔エネルギー診断サービスにおける空調設備調査〕
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ガス販売事業の取り組み

14

 当社は，ガス事業を，電気事業に次ぐ事業の柱の一つに位置付け，グループ企業の
（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）を通じて，中国地域の都市ガス
会社や産業用のお客さまへ天然ガス（LNG）をお届けしています。

 今後も「柳井・水島2基地体制」の強みを活かしながら，グループ一体となった営業活動に
より，販売拡大に向け取り組んでいきます。

関係グループ企業 （株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）
水島エルエヌジー（株）※水島LNG基地の運営

柳井発電所
水島LNG基地

設備
LNGタンク 8万kl×6基

年間取扱数量 150万t程度

〔柳井発電所概要〕

設備
LNGタンク 16万kl×2基
パイプライン（水島基地 岡山市内，
直線距離約30km）

年間取扱数量 100万t程度

〔水島LNG基地概要〕
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（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）について

 （株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）は，家庭用から事業用まで，
エネルギーに関する多様なニーズに対して，より高い付加価値サービスをお届けしていくことで，
総合エネルギー供給事業者として， 客   地域            企業 成長    
を目指しています。

事 業 内 容 サービス提供実績等
（2018年度末時点）

燃料販売 LNG販売，石炭販売
LNG 33万t
石炭 27万t
（2018年度実績）

電気・熱
エネルギー供給

熱源受託サービス，ESCOサービス，
受変電設備・ボイラ設備等のリース，空調・給湯サービス，
地域熱供給事業

熱源受託 30件
ESCOサービス 4件 等

再生可能
エネルギー発電 太陽光発電，風力発電，小水力発電

太陽光発電 10件・18千kW
風力発電 1件・ 2千kW
小水力発電 1件・ 2千kW

電力販売 法人向 電力供給    小売電力量 97百万kWh 等
（2018年度実績）

住宅電化 電化機器販売・リース，太陽光発電システム 電気給湯機 13千台 等
（2018年度実績）

15
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Ⅱ．原子力発電 関  取 組 

16

将来    電力 安定的  低廉  届        ，
安全の確保を大前提 島根原子力発電所の稼働，
上関原子力発電所の開発に取り組んでいきます。
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原子力発電 対  当社 考 方

17

 資源の乏しい我が国において，将来    電力 安定的  低廉  届         ，
原子力・石炭・LNG・再生可能エネルギー等，                特長 活  
ながらバランスよく活用することが必要です。

 原子力 安全 確保 大前提 ，供給安定性，経済性，環境保全の観点から重要な
役割を担うベースロード電源と考えており，当社としては，島根・上関の両地点において，
新  知見  適切 対応    安全確保 万全 期 ，皆さまに安心していただける
発電所となるよう引き続き取り組んでいきます。

エネルギー源
（電源） 長 所 短 所

火力  安定的 大量 発電 可能 ・国際的な資源獲得競争の激化に伴う将来的な調達
    懸念

原子力
 安定的 大量 発電 可能
 燃料 安定的 調達   
 少  燃料 大量       取 出  
・発電時にCO2を出さない

・万一事故が起こった際のリスクが甚大なため，安全
対策の徹底が必要
・高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定が必要

再生可能
エネルギー

 純国産資源   永続的 利用可能
・発電時にCO2を出さない

 風力 太陽光   天候  自然条件 左右  ，
出力 不安定
・他の発電方式に比べて発電コストが高い

〔エネルギー源の特徴〕
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島根原子力発電所 更  安全性の向上
新規制基準適合性審査の状況 ※ 最新の審査状況等については，当社ホームページをご覧ください。

http://www.energia.co.jp/judging/index.html

主要な審査項目 審査状況
地
震
・
津
波
関
係

地震

敷地及び敷地周辺の地下構造，震源を特定して策定する地震動，
震源を特定せず策定する地震動，敷地の地質・地質構造，基準地震動 実施済

耐震設計方針 実施中
地盤・斜面の安定性 未実施

津波 基準津波 実施済
耐津波設計方針 実施中

設
備
関
係

重大事故
対策

確率論的   評価（PRA），事故シーケンスの選定，有効性評価，解析コード，
原子炉制御室，緊急時対策所，フィルタ付ベント設備，水素爆発防止対策 実施中

設計基準
事故対策

原子炉冷却材圧力     ，人 不法 侵入防止，保安電源設備 実施済
内部溢水，火災，竜巻（影響評価 対策），火山（影響評価 対策），外部事象，
静的機器単一故障，誤操作防止 安全避難通路 安全保護回路，通信連絡設備，
監視測定設備，共用設備，全交流動力電源喪失対策設備，
放射性廃棄物 処理施設

実施中

その他 特定重大事故等対処施設，所内常設直流電源設備（3系統目） 実施中

（2019年3月末時点における2号機の審査状況）

 島根2号機については，地震・津波関係 審査 概 終了 ，2019年2月5日から設備関係の審査が
再開されました。

 島根3号機については，2018年8月10日 原子力規制委員会 申請 ，同年9月4日に初回の審査
会合が開催されました。

 当社としては，新規制基準をクリアすることにとどまらず，更  安全性向上に取り組んでまいります。

18
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 国の新規制基準 適切に対応することはもとより，島根原子力発電所 安全性 一層向上
させるための取り組みを今後も積み重ね，なによりも安全を第一に，信頼される原子力
発電所を目指してまいります。

 原子力災害発生時 対応能力 向上 目的   訓練等 継続的 実施 関係自治体
との連携強化など，原子力防災対策  積極的 取 組     。

 地域      避難対応 円滑 行    
取り組みとして，関係自治体主催の原子力
防災訓練に参加し，関係自治体・機関との
連携強化を図っています。

 発電所 緊急時対策要員等 対応能力 
向上を図るため，その役割に応じた教育・
訓練の充実・強化を図っています。

〔指揮命令訓練〕 〔給水確保訓練〕 〔避難車両 誘導〕 〔避難退域時検査〕

事故収束活動に係る要員の教育・訓練 関係自治体との連携強化のための訓練

19

島根原子力発電所 更  安全性の向上
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島根原子力発電所1号機の廃止措置

20

 2016年7月4日 廃止措置計画認可申請 原子力規制委員会 申請 ，2017年4月
19日に認可を受けました。

 安全 確保 最優先 地域 皆    理解        ，着実に廃止措置を進めて
いきます。

 現在は，廃止措置の第1段階である解体工事の準備に係る作業に取り組んでいます。
〔廃止措置の主な手順〕

廃
止
措
置
計
画
認
可

廃
止
措
置
終
了
確
認

現段階
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島根原子力発電所1号機廃止措置の状況

21

 2017年7月28日，島根原子力発電所1号機の廃止措置に着手しました。
 放射線管理区域内 建物 機器 汚染状況 調査 実施中  。
 燃料   内（水中） 貯蔵    新燃料76体の除染作業を実施し，新燃料貯蔵庫 
保管していた16体と合わせた92体について，2018年9月7日に加工メーカへの譲り渡しを
完了しました。また，2018年12月3日  放射線管理区域外 設置     役目を
終えた設備の解体撤去作業に着手しました。

 2019年度     引 続 汚染状況 調査 ，放射線管理区域外 設備 解体撤去
作業等 行 予定  。

〔新燃料 輸送作業〕 〔屋外設備の解体撤去〕
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上関原子力発電所 開発 対  考 方

22

 2015年7月，国において2030年時点 電源構成 占  原子力発電 比率 22 
20％とするエネルギーミックスが決定され，   整合  日本全体 温室効果  排出量
削減目標（2030年度 2013年度比26.0％減）が策定されました。また，2018年7月に
閣議決定された第５次エネルギー基本計画においても，2015年7月に決定された2030年
時点のエネルギーミックスが維持されることが示されました。

 温室効果ガスの削減を継続的に進めていくためには再生可能エネルギーの拡大とともに，
原子力発電 比率 維持    必要     。それには，経年化  原子力発電所 
代  安全性 一層優  新規原子力発電所開発 計画的 進       必要  。

 島根1号機の廃止を考慮すると，島根3号機の早期運転開始はもとより，新規原子力 
  上関原子力発電所 開発     以上 重要 経営課題   ，早期に着手できる
よう，引き続き取り組んでいきます。
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Ⅲ．発電事業 競争力強化等 向  取 組 

広域運用下  競争力確保 CO2排出原単位低減 両立 
向  電源 競争力強化 進   。

火力設備 信頼性 維持・向上に取り組み，これからも
安定的に電気をお届けしていきます。

23
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 安全確保を前提に，長期的            ，地球温暖化問題への対応，
経済性等を勘案し，バランスのとれた電源構成の実現を目指すことが必要と考えています。

24

電源開発計画

〔自社開発電源一覧〕（2019年度供給計画届出書）

設備 区分 発電所名 出力
（万kW） 着工年月 営業運転開始年月

火力 工事中 三隅発電所
2号機〔石炭〕 100.0 2018年11月 2022年11月

原子力

工事中 島根原子力発電所
3号機 137.3 2005年12月 未定

着工準備中 上関原子力発電所
1号機 137.3 未定 未定

着工準備中 上関原子力発電所
2号機 137.3 未定 未定
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 利用可能 最良 技術 相当  最新鋭 発電方式   超々臨界圧（USC※）の
採用および三隅1号機 運転実績  得   知見 適用     ，環境性，運転信頼
性，経済性に優れた発電設備を計画しています。

 2018年11月に建設工事を開始しており，2022年11月の営業運転開始を目指します。

発電所名 三隅発電所2号機

所在地 島根県浜田市三隅町岡見1810

出力 100万kW

発電方式 超々臨界圧（USC※）

使用燃料 石炭

建設時期 着 工：2018年11月
運転開始：2022年11月

〔設備概要〕〔三隅発電所完成予想図〕

新規電源の開発  三隅発電所2号機（石炭）

※ USC：Ultra Super Critical

2号機ボイラ・タービン・環境対策設備 等

2号機用燃料貯蔵設備

25
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石炭火力発電    環境負荷低減 向  取 組 
 当社は，供給安定性，経済性 優  石炭火力 将来     活用    ，「高効率
化」と「クリーン化」に資する技術開発を推進しています。

 電源開発（株） 共同 設立  大崎      （株）は，石炭  化燃料電池複合
発電※1とCO2分離・回収 組 合   革新的低炭素石炭火力 実現 目指    ，
その第一段階となる酸素吹石炭ガス化複合発電※2の実証試験を2019年2月末 終了   
た。基本性能や制御性・運用性などの全試験項目で目標を達成しています。

 現在，第二段階のCO2分離・回収設備の建設工事を進めており，さらに3月  燃料電池を
組み込む第三段階に着手しました。

第三段階 CO2分離 回収型IGFC

酸素

ガス化炉
石炭

酸素製造装置

CO2一酸化炭素，水素

蒸気

第一段階 酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC）

水素

空気
圧縮機

ガス
タービン

蒸気
タービン 発電機 燃料電池

第二段階 CO2分離 回収型IGCC

〔実証試験設備の様子〕〔実証事業の概要〕
実施場所（出力） 大崎発電所構内（16.6万kW）

事業期間
第一段階：2012年度 2018年度（終了）
第二段階：2016年度 2020年度
第三段階：2018年度 2022年度

※1 IGFC：IGCC 燃料電池 組 合   発電効率 更 向上   技術 
※2 酸素吹IGCC：酸素を用いて石炭をガス化し，水素と一酸化炭素を主成分

とする生成ガスを製造し，ガスタービンと蒸気タービンにより複合発電する技術。
26
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燃料調達 更  経済性・柔軟性の確保に向けた取り組み

27
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 当社は，低廉  柔軟 燃料調達 目指 ，「品質」，「調達先」，「調達時期」，
「契約形態」等の多様化に継続して取り組んできました。

 今後も，このような取り組みを一層推進し，燃料所要量 変動 機動的 対応  と
ともに，各燃料 需給・価格動向 踏   柔軟 調達 行      ，燃料調達の
更  経済性・柔軟性の確保に取り組みます。

〔主な取り組み〕

石炭

 割安 低品位炭   外航運賃 割安 近距離産地
（          等） 石炭利用拡大
・調達時期（値決時期）の分散化
・デリバティブの活用による市況価格変動リスクの低減
・権益を一部取得した豪州ボガブライ炭鉱の高品位石炭
 長期確保（低品位炭      拡大）

LNG
・需要動向に応じた追加調達の実施
 低熱量 軽質LNG受入拡大による選択肢の多様化
・デリバティブの活用による市況価格変動リスクの低減

石油 ・油価変動等の環境変化に応じた機動的な調達の実施
 割安 低品位油 利用

〔化石燃料 全日本通関CIF価格推移〕

石油1ﾊﾞｰﾚﾙ    熱量等価換算値
＜1ﾊﾞｰﾚﾙ=159L 1,454Mcal＞

石炭

LNG

原油
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火力設備の安定稼働への取り組み

28

〔予防保全：タービン点検〕 〔経年劣化対策：   蒸気管取替〕

 火力発電所  安定的 電気  届      ，計画的かつ確実な点検・補修※を実施し
信頼性の維持・向上を図ることに加え，機能維持に重点を置いた設備投資 行 ，更  安定
稼働に取り組むことにより，競争力の強化に努めていきます。

 点検・補修の実施にあたっては，点検工程短縮 工夫   定期点検       延長   
稼働率向上    低減 努      ，設備を運転・維持する人材の技術・技能レベル向上
にも取り組んでいます。

 今後は運転・保守 更  高度化 目指 ，AI・IoT等の新技術を積極的に導入していきます。
※法令 基  数年毎 実施  火力発電所 定期点検  ，比較的長期 発電 停止     設備
の点検・修理・取替等 行 ，加  毎年 電力需要 高  前  ，短 停止期間  点検 行 ，
安定運転に努めています。
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Ⅳ．再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組み

再生可能エネルギーがもつ特有の技術的課題の解決を図り
ながら，グループ一体となって導入拡大に取り組んでいます。

29
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再生可能エネルギー
（水力，太陽光，風力等）

再生可能エネルギーの導入拡大に向けた考え方
当社は，水力や太陽光，風力等 再生可能エネルギーは，CO2排出抑制の観点から貴重
       認識しています。

再生可能エネルギーがもつ特有の技術的課題の解決等を図りながら，グループ一体となって
導入拡大に取り組んでいきます。

技術的課題等への取り組み

グループ一体
となって拡大

CO2排出抑制による環境負荷の低減
長所 短所

再生可能
エネルギー

 純国産資源として
永続的 利用可能

 発電時にCO2を出さ
ない

 風力・太陽光などは
天候など自然条件に
左右され，出力 
不安定

 発電コストが高い

水力        電力 
換  効率 高 

 大規模開発の余地
が限定的

風力
 他の再生可能エネル
ギーに比べ設備コスト
が低い

 大量 発電    
広い面積が必要

太陽光
 需要の多い昼間に
発電可能

 小規模 利用 可能

 発電コストが高い
 大量 発電    
広い面積が必要

バイオ
マス

 他の再生可能エネル
ギーに比べ安定的な
発電が可能

 燃料 収集・運搬・
管理    高 

30
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 当社 強    火力発電 関      等 活  ，バイオマス発電事業に取り組むこと
で，再生可能エネルギーの普及拡大に貢献します。

バイオマス発電事業の取り組み

31

※ CFB：Circulating Fluidized Bed

 当社は，エア・ウォーター（株）と２地点，広島ガス（株）と１地点で事業会社 設立 ，
バイオマス発電所の建設を進めています。

 他事業者とアライアンスを組んで発電事業に取り組むことで，電力 小売全面自由化 電力    
改革後の事業環境における収益拡大を図るとともに，バイオマス発電により再生可能エネルギーの
普及拡大に寄与できると考えています。

 これらの事業では，地点の状況に応じて，可能 限 地域 森林資源 有効活用     しており，
地域振興にも貢献できる取り組みです。

会社名 エア・ウォーター＆
エネルギア・パワー山口（株）

エア・ウォーター＆
エネルギア・パワー小名浜（株） 海田バイオマスパワー（株）

所在地 山口県防府市鐘紡町3番1号
エア・ウォーター（株）防府工場内

福島県いわき市小名浜字渚2番地
4 （株）日本海水小名浜工場内

広島県安芸郡海田町明神町2番118
号広島ガス（株）海田基地内

出資比率 エア・ウォーター（51％）
中国電力（49％）

エア・ウォーター（51％）
中国電力（49％）

広島ガス（50％）
中国電力（50％）

発電出力
（発電端） 11.2万kW 7.5万kW 11.2万kW

発電方式 循環流動層   （CFB※） 循環流動層   （CFB※） 循環流動層   （CFB※）

使用燃料 木質系バイオマス（うち国内材は
山口県内から調達），石炭 木質系バイオマス

木質系バイオマス（うち国内材は
広島県内から調達），石炭，
天然ガス（助燃･バックアップ用）

運転開始時期 2019年度 2021年度 2020年度
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メガソーラー発電開発の取り組み

〔発電所の概要〕
発電所名 福山太陽光発電所 宇部太陽光発電所
所在地 広島県福山市箕沖町（当社所有地） 山口県宇部市西沖 山（当社所有地）
出力規模 3,000kW 3,000kW

年間発電電力量 約368万kWh
（一般家庭約1,000世帯 年間使用量 相当）

約352万kWh
（一般家庭約900世帯 年間使用量 相当）

CO2削減量 約2,100t－CO2/年 約2,000t－CO2/年
営業運転開始年月 2011年12月 2014年12月

〔宇部太陽光発電所〕〔福山太陽光発電所〕

当社は，広島県福山市および山口県宇部市において，メガソーラー発電所の営業運転を
行     。

また，グループ企業の（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）においても，
太陽光発電所（10件，約18,000kW，2019年3月末時点）を営業運転しています。
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地域還元型メガソーラー事業の取り組み

当社は，広島県およびグループ企業の（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス
（ESS）と共同で，2013年以降，地域還元型メガソーラー事業に取り組んできました。

自治体 電力会社 共同 行       事業    全国初   ，発電事業で得られ
 利益 地域還元事業 活用     ，地域貢献と再生可能エネルギー導入促進を
同時達成できる取り組みです。

中国電力

中国電力（0.8％）
○広報・啓発の支援

ESS（33.1％）
○設置工事 ○維持管理

売電収入売電

広島県（66.1％）
○事業企画・事業運営
○広報・啓発 ○用地提供

ひろしま再生可能エネルギー
推進有限責任事業組合

（ ）内 ，出資比率

地域還元事業（広島県）
20年間で約13億円

3割寄付

全額寄付

〔事業スキーム〕

区分 発電所名    容量
（kW）

第1期
（県有地）

庄原太陽光 2,500
竹原太陽光 800
福富第1太陽光 1,000
福富第2太陽光 2,300

小計 6,600

第2期
（市町所有地）

大野太陽光 2,200
大朝太陽光 1,000
仁賀太陽光 600

小計 3,800
合計 10,400

〔発電所の概要〕
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送電線が本土と連系していない
離島では，電気の使用規模が
小さく，再生可能エネルギー
発電量 変動による影響を受け
やすいことから，再生可能エネル
ギーの導入拡大に向け，2種類
の蓄電池を設置。

再生可能エネルギー導入拡大に向けた技術的課題への対応

〔事業の概要〕

 当社は，島根県隠岐諸島において，国内初の取り組みとして，2015年9月に特性の異 
る2種類の蓄電池を組み合わせた「ハイブリッド蓄電池システム※1」を導入しました。

 これにより，再生可能エネルギーの導入促進やCO2の排出量削減   効果 得     
きました。

住宅用太陽光
増加分
【500kW】

※1 ハイブリッド蓄電池システム
NAS（      硫黄）電池：4,200kW
+

リチウムイオン電池：2,000kW

県営隠岐大峯山
発電所（風力）
【1,200kW】

油井発電所
（水力）
【200kW】

南谷発電所
（水力）
【100kW】

西郷発電所
（ディーゼル）

黒木発電所
（ディーゼル）

海士風力
発電※2

【2,000kW】

旧隠岐空港
メガソーラー
【3,000kW】

既連系申込分
メガソーラー
【2,000kW】

※2 当社グループ企業の(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス
（ESS）により営業運転しています。

34

新設

ハイブリッド蓄電池
システム※1
【6,200ｋＷ】

西 島
変電所
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再生可能エネルギー関連工事の推進
 2012年 「再生可能     固定価格買取制度（FIT）」 開始以降，太陽光発電
等の接続申込みが増加しており，必要 対策 適切 実施 ，再生可能エネルギーの導入
拡大に取り組んでいます。

141

321

536
655

805
896

1,068

0

500

1,000

1,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

その他
風力
太陽光

 当社 ，増加  再生可能      接続申込  対  ，事業者 予見性 確保     当社
          太陽光発電 申込量 推移 系統空容量 情報 公表       
• 再生エネルギーの申込状況 http://www.energia.co.jp/elec/seido/kaitori/moshikomi.html
• 系統アクセス情報の公開 http://www.energia.co.jp/retailer/keitou/access.html

〔再生可能エネルギーの申込状況〕（万kW）

（年度）
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Ⅴ．送配電事業の取り組み

中立・公平で透明性の高い業務運営のもとで，「良質 電力
の安定供給」と「低廉 託送料金」 両立 実現   。

36
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分割準備会社 設立    
 「送配電部門 法的分離」に向け，送配電事業を営む100%子会社（送配電会社）を
発電事業および小売電気事業等を運営する事業持株会社のもとに設置することを基本に
検討を進め，その準備の一環として，送配電事業開始   許認可等 事前手続  行 
ために「分割準備会社」 設立し，当社と吸収分割契約を締結しました。

 「分割準備会社」は，2020年4月1日 会社分割   事業承継   送配電会社 移行
する予定です。

〔分割準備会社の概要〕
商号 中国電力      （株）

本社所在地 広島県広島市中区小町4番33号
代表者 代表取締役社長 松岡 秀夫

主な事業内容 一般送配電事業，離島    発電事業 等
資本金 10百万円

設立年月日 2019年4月1日
出資比率 中国電力（株）100％

〔今後の予定〕
・2019年6月 株主総会決議による吸収分割契約の承認
・2020年4月1日 吸収分割契約 効力発生日（分社化）

37
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分社化後の送配電会社の商標

〔商標に込めた思い〕

社名 中国電力      ，事業基盤である中国地域，そしてお客さま
（Customer）の頭文字である「C」をモチーフに「安定供給」と「お客さまからの信頼」を
強固なものにしていく姿勢を表現しました。
シンボルマークを構成する5つの三角形は，「お客さま・地域」「社員」「設備」
「グループ会社」「異業種企業」を表現しており，これらのつながり（ネットワーク）   力
を結集して地域社会とともに発展する企業を目指すという意思を表しています。
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高経年化対策工事 計画的  着実 実施

39

〔東岡山変電所 新岡山幹線 遮断器〕

50万V遮断器

 高度経済成長期 建設   大量       設備 ，更新時期 迎     。
 安定  資機材等調達   施工力確保 図    ，増加    高経年設備 
リプレースや機能維持を中心とした工事を計画的に実施し，供給信頼度 確保して
います。

 更新にあたっては，発注方式 見直 等      低減 図     。

送変電設備
【変電機器 更新】
 50万V遮断器は，設置後35 50年
程度 順次更新する計画としています。

 また，22万V以下の遮断器，変圧器
およびスイッチギヤ（遮断器や配電盤
などを収納した鋼板製の箱）などにつ
いても，計画的 更新 進     。

【送電鉄塔 送電線 更新】
 約2万基ある送電鉄塔のうち，1965年以前に建設された鉄塔を2008年
度  30年間で建替える計画としています。

 また，総延長約8千kmの送電線も，劣化状況 勘案 うえ順次更新  
いきます。

〔広島東幹線 鉄塔〕

22万V鉄塔
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高経年化対策工事 計画的  着実 実施

40

配電設備

【電柱等の更新】
 電柱は，劣化状況等 勘案のうえ，2013年度から計画的に
更新 進  います。

 また，電線や開閉器などについても，電柱の建替等にあわせて
計画的に更新を進めています。

【引込線の更新】
  客  宅 電気  届   
引込線は，2015年度  
耐久性を強化したものへの
更新 計画的 進     。

引込線

電柱
電線

開閉器

〔電柱等〕

〔 客  宅 電柱 接続部分〕
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基幹系統整備の取り組み

〔至近年度 営業運転 開始  主 工事〕

※ 「電力系統図（22万V以上）」は，P.77をご覧ください。

〔流通設備形成計画（主要変電所 整備計画）〕

 中立・公平で透明性の高い業務運営のもとで，良質 電力 安定供給 確保      ，
効率的       設備 構築     。

（注）〔 〕は除却設備を示す。

区 分 件 名 電圧（万V） 容量（万kVA） 使用開始年月
工事中 東山口変電所 変圧器増設 50/22 100 2019年 4月
工事中 新徳山変電所 変圧器取替 22/11 30〔15〕 2019年 4月
着工準備中 作木変電所 変圧器増設 22/11 20 2020年11月
着工準備中 新山口変電所 変圧器増設 22/11 40×２台 2021年 6月
着工準備中 笠岡変電所 変圧器取替 22/11 30〔25〕 2021年 6月
着工準備中 西島根変電所 変圧器増設 50/22 100 2022年 3月

件 名 広島東幹線一部増強

工
事
概
要

区間 広島東幹線
No.180鉄塔 井原開閉所

電圧 22万V
亘長 33km
営業運転開始年月 2017年12月

件 名 北尾道変電所 変圧器増設
工
事
概
要

電圧 22/11万V
容量 30万kVA
営業運転開始年月 2018年1月
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スマートメーターの導入と活用
 当社は，一般のご家庭等の低圧契約のお客さまを対象に，2015年10月から法定取替等
に合わせ，スマートメーターの設置を開始しており，2023年度末   当社       内
のすべての低圧契約のお客さま（約500万台）に順次設置する予定です。
(2018年度末時点 約220万台設置済)

  客   電気 有効活用 役立   ，新たな価値の創造を目指します。

 お客さまで電気の使用状況をリアルタイムに把握可能
 HEMS※を通じた，エアコン等の電気機器の
効率的な制御

※ HEMS（Home Energy Management System）
お客さまが設置する家庭用エネルギー監視システム。家電
 電気設備         ，    画面   使用量
 見  化，家電機器 自動制御 可能 

 電力 消費傾向 関  統計    異業
種が保有するデータを掛け合わせて分析
し，新たな価値の創造を目指しています。

【 電力統計   × 異業種保有データ 】

防災や防犯への活用

出店計画への活用

宅配    最適化
な ど

分析    活用例

スマートメーター設置により期待される効果 新たな価値の創造

42
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 停電情報をアプリにより能動的に発信して
います。

インフラ設備・情報の活用積極的な情報発信
〔路上機器〕

広告〔停電情報アプリ〕

 情報配信     見守 
サービス，広告事業への電柱，
路上機器等の活用を検討し
ています。

 通信事業者を対象に，鉄塔，
電柱等を通信基地局の設置
場所として提供する貸出事業
の拡大を検討しています。

〔鉄塔〕

〔画面イメージ〕

 自治体が所有する一部の工業用地における
「電力供給 係る情報※」を公開しています。
※所要工期，最寄 送配電線   工事距離，
工事費負担金等

43

送配電事業における新たなサービスの展開
地域の皆さまの安全・安心 利便性向上     情報発信     ，積極的に展開して
います。

鉄塔，電柱，路上機器等     設備 電力 消費傾向 関  統計   等 活用等，
中国地方の基盤を活かし，地域の課題解決に貢献できるサービス・事業化を検討しています。



Copyright© The Chugoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved.

送配電事業    効率化  取 組 
 今後増加  高経年化設備  対策 着実 実施       ，新  効率化 取 組
みによるコスト削減に努めています。

【効率化 概要】

【背景】

【改善内容】

現地①
SVR取替 製造メーカー

従来型
SVR撤去

従来型のSVRをOH，改造
して分散型電源対応へ

分散型電源対応
SVR取付

現地②
SVR取替

＜取 組 事例：自動電圧調整器（SVR） 再利用＞
〔SVR〕

44

• 太陽光発電等 分散型電源大量導入   必要   分散型電源に
対応したSVRへの取替において，既存の従来型のSVRをオーバー
ホール（以下，「OH」という。）・改造  再利用品を設置しています。

• 天候等   発電量 大  変動  太陽光発電 連系量急増   ，
配電線の電圧を維持するための設備対策として，分散型電源に対応
したSVRの取付けおよび取替工事が増加しています。

• 従来型のSVRを設置している箇所についても分散型電源に対応した
SVRへの取替が必要となっているため，取替により撤去した従来型SVR
を製造メーカーへ輸送し，OH・改造して分散型電源対応SVRとして
再利用  ことで工事費の低減を図っています。
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Ⅵ．国内他地域・海外等における新たな収益基盤の確立

国内外 有力       連携 ，国内他地域や海外に
   収益基盤 確立     ，        収益力 
底上げを図ります。
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エネルギア創造ラボの設置について
 当社は，既成概念       新  発想 既存     革新 新     創出 
推進するため，「エネルギア創造ラボ」を経営企画部門内に創設しました。

 ラボは先進的な技術やアイデアを持つ社外パートナーとの従来の枠を超えた連携・共創 行 
ハブとして，「電気事業のイノベーション」と「地域の課題解決」を柱に，スピード感を持って
創造性のある新たな価値の創出に取り組みます。

〔当社を取り巻く環境〕
・AI・IoT等の先端のデジタル技術の進展
・再生可能エネルギー等の分散型電源や
蓄電池，ブロックチェーン等の技術を
活用した次世代ビジネスモデルの台頭

・人口減少・高齢化等に起因する社会
課題の深刻化
・老朽化  公共設備 維持・管理問題

「電気事業のイノベーション」
・先端のデジタル技術を活用した生産性向上
・次世代技術を活用したビジネスモデルの革新

「地域の課題解決」
・地域の活性化につながる新たなビジネスの創出

オープンイノベーションによる協業

多様な社外パートナー 企業 自治体大学 金融SU企業※

※ Startup企業：新          市場 開拓  企業

・・・

〔取り組みのコンセプト〕
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ブロックチェーン技術を活用した取り組み
 再生可能エネルギーや蓄電池などの分散型電源の普及拡大が進んでおり，将来的には新た
なビジネスとして，個人 企業間 電力取引 行   可能性     。

 当社は，取引記録の信頼性やシステム可用性等に優れるブロックチェーン技術を活用し，
余剰電力の取引に関する実証試験を実施しています。

 余剰電力 供給するお客さまと購入を希望するお客さまをマッチングする，模擬的 電力取引を実施

ブロックチェーン

余剰電力供給量>購入量
マッチングできなかった余剰電力
は中国電力 買い取り

余剰電力供給量<購入量
マッチングできなかったお客さま
  中国電力 電気 供給

取引手数料

余剰電力 供給 希望  価格 電力量 買 入札

（余剰電力 供給   客  ） （余剰電力 購入 希望   客  ）

（中国電力）
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 国内他地域     ，当社 強    火力発電 関      等 活  ，他事業者
           発電事業 取 組    ，収益力強化 図    

国内他地域における新規電源の開発

48

 当社は，JFEスチール（株）との共同出資により2017年4月に「千葉   （株）」 設立    。
 現在，最新機種 採用  高効率 天然  火力発電所開発   収益力強化 図   ，事業
実現性検討 行      。

▼

〔発電所の建設予定地〕 〔会社概要〕

会社名 千葉   （株）

建設予定地 千葉県千葉市中央区川崎町1番地
（JFEスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区）構内）

出資者 中国電力，JFEスチール

主燃料 天然ガス

建設予定地
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・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
水力発電事業

・ﾏﾚｰｼｱ
超々臨界圧石炭火力
発電事業

北米

□ ‥ 拠点

・米国
天然ｶﾞｽ火力
発電事業

・台湾
洋上風力
発電事業

欧州
アジア
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分
野

 新規開発案件はもとより，既設運転中案件に
も積極的に取り組んでいきます。

 ポートフォリオの観点から，再生可能エネルギー
（水力・風力等）・  火力・石炭火力
（USC等高効率方式）など，多様な発電
方式の案件に取り組んでいきます。

国
・
地
域

 一定の治安が確保され，長期 電力購入
契約に基づくプロジェクトファイナンスの組成が
可能であるなど，安定した投資環境が整備さ
れている国を目指していきます。

 世界全体を視野に入れていますが，当面は
アジア・北米・欧州の案件に取り組んでいきます。

海外電気事業 事業戦略
◆ 海外    収益基盤 確立 向 ，海外電気事業 成長事業 一  位置付 ，国内
外 培    電気事業 知見 活用  ，継続的に出資参画を進めていきます。

海外拠点での情報収集

目指す分野，国・地域

 シンガポールとニューヨークに設置している海外拠点に
おいて，海外事業 関  情報収集 行      。
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 海外投資案件 発掘 具体化 進 ，収益力 強化 取 組      

      水力発電事業

 2019年3月に，インドネシアにおいて営業運転中の
水力発電事業（出力1.8万kW）に出資参画しました
（出資比率25%）。

 低炭素社会の実現に貢献するとともに，長期 売電
契約により，安定的に収益を確保していきます。

台湾洋上風力発電事業

 2019年4月に，台湾 新  建設  洋上風力発電事業（出力64万kW）の株式売買契約を
締結しました。（出資比率6.75％（（株）中電工との共同出資）。2021年12月までの営業
運転開始を予定。）

 低炭素社会の実現に貢献するとともに，長期 売電契約   ，安定的に収益を確保していきます。

〔発電所外観（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）〕

50

海外電気事業への出資参画
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     超々臨界圧石炭火力発電事業

米国天然  火力発電事業

 2018年5月に，米国において営業運転中の天然ガス
火力発電事業（出力62万kW，ｶﾞｽｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ
方式）に出資参画しました（出資比率16.2%）。

 卸電力市場 通  売電      ，長期 容量
契約により，安定的に収益を確保していきます。

 2016年3月に，      新  建設  超々臨界圧
石炭火力発電事業（出力200万kW）に出資参画しま
した（出資比率15%）。

     国内 石炭火力発電所 培    実績・経験・
技術を最大限活用して，高効率 超々臨界圧発電方式
   石炭火力発電事業 参画     ，電力 安定
供給や低炭素社会の実現に貢献するとともに，長期 売
電契約により，安定的に収益を確保していきます。

〔営業運転開始〕 1号機：2019年6月予定
〔営業運転開始〕 2号機：2019年12月予定

〔発電所外観（米国）〕

〔建設工事状況（ﾏﾚｰｼｱ）〕

51

海外電気事業への出資参画
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 海外の電気事業へ貢献するとともに，海外電気事業に関する先駆的な取り組みとも位置
付け，海外コンサルティング事業を展開しています。

海外コンサルティング事業の展開

 小水力発電所開発 一例    ，電源開発（株），グループ
企業の中電技術コンサルタント（株）と協力  ，日本の無償資金
協力事業であるラタナキリ州 小水力発電所建設・改修に係る設計・
施工監理等      電力公社  受託し，小水力発電所 普及
促進   効率的運用 関  支援 行    。

カンボジアにおけるコンサルティング事業
〔電力       改定（カンボジア）〕

 2017年3月からは，関西電力（株）と同社子会社（株）
ニュージェックとともに，プノンペン送配電網増強に関するコンサルティン
グ事業を受託し，送変電および配電設備の増強に係る設計，入札
図書の作成と審査，契約交渉補助，現地 施工監理等 実施  
ことで，同国の技術者への技術移転を図っています。

          長年         実績  ，2019年4月に
     鉱業     省  2030年   電力供給計画 策定
  電力       改定を受託しました。前回（2013年12月
受託） 異  ，電力需要の想定，電源開発および送変電計画等
の改定作業を当社主導で実施しています。

52

〔首都圏送配電網増強（カンボジア）〕
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Ⅶ．地域社会との協働・共創

中国地域 事業基盤   企業市民   ，各地域の
自治体や地元企業等とも連携し，事業活動を通じた地域の
課題解決と発展に貢献します。

53



Copyright© The Chugoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved.

（株）           設立    
 当社は，障がい者 社会参加 自立 支援  観点  ，これまでも継続的に障がい者の
採用を進めてまいりましたが，近年，一層の障がい者雇用が社会的に求められている状況を
踏まえ，2018年7月1日に新会社「株式会社エネルギア・スマイル」 設立    。

 これにより，障  者 特性 応  仕事 確保 職場環境 整備 行 ，当社グループと
して多様な人材が互いに尊重し，助け合い，成長 目指    企業風土 深化 努 ，
心豊かな地域社会の創造に貢献してまいります。

 なお，同社は，2019年度の早い段階で「障害者 雇用 促進等 関  法律」に基づく
「特例子会社」の認定を取得する予定です。

〔会社概要とシンボルマーク〕
会社名 株式会社エネルギア・スマイル

本社所在地 広島市中区小町4番33号
事業開始 2019年4月1日

事業概要
清掃業務，郵便物等 仕分  集配業務，
名刺・軽印刷業務，飲食物等の販売業務，
電力機器関連業務  

出資比率 中国電力（70%）
エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ（30%）

障がい者雇用数 7名 （2019年4月1日現在）

シンボルマークは，3つの笑顔が集まった
デザインで「エネルギア・スマイル」の社名
に込めた優しさやあたたかさを表現し，
1人から3人の笑顔に，そして，たくさん
の人に笑顔が広がっていくことをイメージ
しています。

54
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地元シンクタンク・
大学等

当 社
グループ

連携

中国地域
（自治体等）

協働・共創

 中国地域    成長       ，当社グループの強みを活かした地域との協働・共創を
通じて，中国地域の経済・社会の活性化に向けて取り組んでいます。

情報収集
情報発信

地域の課題解決と発展への貢献

【地域の課題解決に向けた情報発信】
 地元シンクタンクや大学等と連携し，産業
振興など地域ニーズを踏まえた調査・研究，
情報発信等を通じて，地域の課題解決と
発展に貢献しています。

【企業立地支援活動 展開】
 各自治体の企業誘致活動において，電力
供給に関する相談に対応する等，地域
経済・社会の活性化に向けた企業立地
支援活動を展開しています。
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知財戦略 推進 知財交流事業 展開
 競争優位の源泉となる知的財産の活用を通じて，競争力 強化 企業価値 向上 図  
ともに，地元企業等の製品開発や地域活性化に貢献する「知財交流事業」を展開しています。

 特許登録件数は，2012年度末以降，エネルギー業界でトップを維持しています（2018年12月末時点の特許登録
件数は4,801件）。

 中国地域 事業基盤   企業市民   ，    蓄積    知財 地元企業等 活用      取 組  行政
 金融機関等 連携  進     。最近では新たな企業とのオープン・イノベーションに関する取り組みも積極的に進め
ています。

 その他，知財戦略 関  取 組  詳細     ，「エネルギアグループ知的財産報告書」で紹介しており，当社
ホームページにも掲載しています。
http://www.energia.co.jp/eneso/chizai/houkoku.html

〔知財交流事業について〕
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地域の環境保全の取り組み

57

 当社グループは，環境問題への取り組みを経営の重要課題の一つと位置付け，「中国電力
    環境行動計画」に基づき，地球温暖化問題への対応や循環型社会の形成，生物
多様性への配慮などさまざまな環境問題に積極的に取り組んでいます。

 例  ，石炭火力発電所  排出  石炭灰 活用した河川・湖 環境修復事業 ，
地域 環境保全活動 行     。

〔石炭灰有効利用製品「Hiビーズ」による
河川 環境修復事業（広島県福山市）〕

〔営業所，セールスセンター，グループ会社
共同の清掃活動（岡山県倉敷市）〕

施工前 汚泥 浮上

2017年4月 「地盤工学会中国支部技術賞」を受賞
2018年3月 福山市から「ふくやま環境賞」を受賞
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Ⅷ．自然災害時の対応

近年多発  大規模災害 対 ，停電 早期復旧 迅速
かつ正確な情報発信などの取り組みを実施していきます。
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自然災害時の対応

59

 2018年7月，西日本 停滞  前線 台風7号の
影響により，広島県，岡山県を中心に河川 氾濫や
土砂崩れを引き起こし，配電設備の損壊，変電所の
水没，鉄塔敷地 崩落等，多数 電力設備 被害が
発生しました。

 全社を挙げての復旧対応に加え，他電力会社へ高圧
発電機車 応援派遣 要請       ，早期復旧
と停電解消に努めました（災害発生後8日目には，
土砂崩れ等で倒壊・流出  家屋等 除 停電解消）。

〔平成30年7月豪雨災害による設備被害〕
設備 箇所数等 被害状況
水力設備 5箇所 管理所浸水,放水路  土砂流入等
送電設備 34基

4基
鉄塔敷地 土砂流出
流木 転石   部材変形

変電設備 2変電所 浸水
配電設備 237径間592条

848本
69台

高圧配電線の断線等
電柱倒壊 折損 流出等
柱上変圧器等の破損等

平成30年7月豪雨 〔豪雨   設備被害 復旧作業〕
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自然災害時の対応

60

 当社は，2018年7月に発生した豪雨災害を踏まえて，今後，大規模災害が発生した際に
迅速・適切 対応 図         ，同年9月に「平成30年7月豪雨災害対応等検証
委員会」（委員長：松岡 秀夫 取締役常務執行役員送配電     長）を設置し，
検討を進めました。

 本検証委員会による検討のほか，他 電力会社 災害対応等 踏  ，主な課題と対策
 次    整理 ，順次取り組みを実施していきます。

平成30年7月豪雨災害の主な課題と対策

○迅速かつ正確な情報発信
 ホームページやSNS等を活用した，より積極的な情報発信
 お客さまからのお問合せ受付体制の充実

○停電 早期復旧 向  取り組み
 被害 復旧状況 迅速 情報収集  仕組  構築
 道路情報 収集 災害時 高速道路利用   ，道路管理者  連携強化
 発電機車 燃料調達等，復旧支援体制 強化
 自治体  更  連携強化

○設備への対策
 移動用機器の配備等，既存浸水対策の充実
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被害 復旧状況 迅速 情報収集  仕組  構築

61

 AI・IoT技術を活用して，現場で得られた設備の被害情報等をタイムリーに共有する新たな
ITツールを導入しました。

災害対応業務への活用

お客さま

専用フォルダ

対策本部

青：従来方式
赤：今回追加
（計画中含む）

【ITﾂｰﾙ】

写真

社内共有ドライブ
情報収集

調査画像
送信

情報提供ツール
●当社ホームページ
（キャッシュサイト）

●停電情報アプリ

地図上
に画像表示

社内 社外

ヘリコプター

事業所

管理者

現場

情報収集
●SNS

当社ホームページ
などへアクセス

情報収集
当社設備に関連の深い
テキストや画像を判別

AIを用いたSNS情報
収集サービス（クラウド）

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

ホームページ上の
災害時故障専用
受付フォームを使
い問い合わせ
（計画中）

アプリでの停電
情報等配信

報告

指示

情報登録

変電所・iTV

ドローン

画像転送アプリ

Web会議アプリ
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Ⅸ．人材・技術の基盤強化の取り組み

 これまで取り組んできた人材・技術の基盤強化を引き続き着実
に進めていきます。
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人材・技術の基盤強化
 事業環境の変化に柔軟・的確に対応していくため，働き方改革を進めながら多様な人材の
活躍推進に取り組んでいます。

 また，人・組織 持続的 成長 向 ，保有する技術・技能に幅・深みを持った社員の
早期育成に取り組んでいます。

 人材づくり・組織づくり
これからの変化の時代に柔軟・的確に対応し，競争に勝てる新しい価値を継続的に創り出していくために，
社員一人ひとりが資質を磨くことと併せて，多様な個性・知見 有  社員個々 力 結集 ，組織力
を高めて     取 組  行     。

 働き方改革
多様な人材が活躍できる土台として，時間あたり生産性 更  向上や仕事と育児・介護 両立など
働 方 関  制度 充実 図      。今後 制度 充実 図     ，現行制度 更  有効
活用に向けて，運用面の課題を解決するよう検討を進め，多様な働き方を可能にする職場環境の構築
を目指します。

 女性活躍推進
女性社員がより一層活躍できるよう，能力発揮 促進 向けて積極的 業務付与 行    ，現在
以下の目標を設定し取り組んでいます。

多様な人材の活躍推進

〔女性活躍推進の目標〕
・ 2020年度末   ，課長以上    就 女性社員数 2015年度首 2倍にする
・ 2020年度末   ，管理職以上 女性社員数 2015年度首 1.5倍程度   
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人材・技術の基盤強化

64

 特定の分野において，高度 専門的 技術・技能を保有する社員を「エネルギア・マスター」として認定
しており，安定供給を支える現場での技術指導，社内外での講演活動など，幅広く技術・技能継承に
繋がる活動をしています。

 エネルギア・マスターの認定は，電力設備 運転，保守，建設等に関する8部門（配電，火力，
原子力，水力，流通，土木，建築，情報）において実施しており，2018年度は新たに9名を認定し，
現在52名（2019年3月）が活躍しています。

高度技術 技能者認定制度

〔シンボルマーク〕
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人材・技術の基盤強化
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 経験豊富な社員を「技術・技能強化チーフ」として選任しており，業務を通じた技術・技能の指導，職場
研修の実施など，約160名が職場のOJT活動を中心に活躍しています。

教育    制度

 個人・組織の技術・技能レベルに気付きを与え，向上意欲とやりがい・達成感を醸成することで，積極的
な技術・技能継承を促す仕組みとして，技術・技能大会を開催しています。大会においては，実際の
災害等を想定し，複数 作業班 復旧作業 競     ，エネルギア・マスターによる評定・意見交換
 行   ，より高い技術・技能レベルの獲得に向けて取り組んでいます。

技術・技能大会

〔流通関係 技術・技能大会〕〔配電関係 技術・技能大会〕
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生産性・効率性向上 不断 取 組 ，原子力稼働   
間の財務悪化を抑制するとともに，原子力稼働後 収支・
財務の改善を加速します。

Ⅹ．収支 財務 改善   経営効率化  取 組 

66
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収支改善に向けた取り組み

2019年度
計画 主 効率化施策

経営効率化額
（設備投資・費用）

360
億円
程度

 資機材等調達における競争発注の拡大
（設備投資・費用共通）

 既設設備の有効活用による設備増強・改修
内容等 見直 （設備投資）

 施工範囲   施工方法 見直 （修繕費）
 委託契約方法 見直 （  他経費）
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 労働生産性 向上 燃料調達 更  経済性・柔軟性確保等，業務運営全般    効率化
に取り組んでいます。

 「卸電力取引所」 通  電力 売買 経済合理性 基  積極的 行    ，収益向上・
コスト低減に努めています。

 2019年度は，資機材等調達における競争発注の拡大や工事・施策 内容見直 等 取 
組むことにより，360億円程度 経営効率化 計画しています。実施段階     更  
上積みを目指して取り組んでいきます。

 また，AIやIoTの活用など，既存 概念       新  視点からの取り組みについても
検討していきます。

（参考）経営効率化 取り組み

上記以外の取り組み

2018年度
計画 実績

360
億円
程度

470
億円
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財務基盤強化に向けた取り組み

68

 資金調達手段 調達先 多様化 資金調達    削減 取 組      

   円建転換社債 発行

米  建普通社債 発行

 2017年12月7日に，欧州・アジアの投資家を対象にユーロ円建転換社債型新株予約権
付社債（以下，転換社債）〔2年債：500億円，4年債：500億円〕 発行    。

 当社は，経営ビジョンのもとで，域内事業の競争力強化，域外の発電・電力供給事業や
海外発電事業等に投資していきたいと考えています。同時に，持続的成長     ，
安定的 事業基盤 確立    も重要であり，投資にあたっては，必要資金 調達   
低減および調達手段の多様化を図りつつ，財務基盤 一層強化  必要    認識  
います。

 資金調達手段の多様化や投資家層の拡大に向けた取り組みの一環として，2019年
2月28日に，欧州・アジアの投資家を対象に米ドル建普通社債〔5年債：3億米ドル〕を
発行しました。
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資機材等調達コストの低減に向けた取り組み

 競争発注の拡大，効果的な発注方式の採用等に取り組み，コスト低減を図っていきます。

名称 概要

VE※方式
 コスト低減を可能にする提案を
募集のうえ，当社の仕様や
工法に反映し契約する方式

まとめ発注
 納入時期 納入場所 異  
同一規格品または同種品を
取りまとめ，一括して契約する
方式

早期発注
 お取引先さま工事作業員確保，
生産計画平準化等を目的とし
て発注時期を前倒しして契約
する方式

〔発注方式 例〕

20% 21%

37% 39%

58%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

〔競争発注比率 推移〕

2017年度 大規模電源件名   ，
競争発注比率 大幅 向上      ※ VE : Value Engineering

201820172016201520142013
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 調達活動 透明性確保   新規  取引先   開拓等 目的   ，       
通  調達情報 公開 行      
http://www.energia.co.jp/business/sizai/06keiji.html

 今後も，競争対象件名情報をはじめ，積極的な情報公開を図っていきます。

資機材等調達コストの低減に向けた取り組み

〔2019年度主要資機材 請負工事 業務委託調達計画（例）〕
設備区分 品目名 物品名・工事名・業務名 数量 単位 納入場所 調達予定 納期

火力機器 ガスタービン 第１号系列第１段静翼 1 式 柳井発電所 2019年5月 2020年9月

水力 
土木機器 水車 発電機 水車発電機用圧油   1 式 新成羽川発電所 2019年11月 2021年2月

送変電
機器 単位閉鎖型配電盤 24kVスイッチギヤ ５ 箱 南岡山変電所 2020年1月 2021年10月

電線・
ケーブル

電力    
工事付 220kV CAZV 2,000sq 4,350 m 三隅発電所 2019年5月 2022年11月

配電工事 配電架空線工事 22kV配電線鉄塔改修
（東広島営業所） 1 基 当社指定場所

（広島県） 2019年10月 2020年3月
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業務運営 効率化
 労働生産性の向上等の観点から，業務運営 効率化 継続的 取 組    ，
2000年の電力 小売部分自由化以降，従業員数を約▲2,000人（約▲17％）削減
しています。

 AI・IoTやRPA※1などIT技術も活用し，今後 業務運営 効率化 継続的 取 組  
いきます。

11,243 

9,279 

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

約▲2,000人
（約▲17％）削減

〔従業員数※2の推移〕

1999 2008 （年度）20180

71

※2 出向者等を含む

※1 Robotic Process Automation 略     等 中 動作             利用  人間 定型作業 代行 自動化  概念 

（人）
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屋内外の作業支援やお客さま対応業務等でAI・IoT技術の活用が進んでいます。
RPA※に  事務処理 自動化  引 続 取 組 ，更  生産性 向上 図     。

投稿情報 スマート
メーター

遠隔カメラ

AI

RPA※

空中ドローン

SNS
情報の収集事務作業の自動化

作業支援
お客さま対応支援
翻訳機の活用

お客さま

タブレット端末

現場

テレビ会議の活用
資料 電子化

ウェアラブルカメラ

簡易型
サーモグラフィ
（試行）

Instagram
Twitter
Facebook
YouTube

災害画像
共有

空中ドローン

水中ドローン

配電設備

送電設備

テレビ会議の活用
資料 電子化

テレビ会議の活用
資料 電子化

位置情報サービス

火力発電所 水力発電所 電力所 営業所

本社 変電所

IT技術の活用

※ Robotic Process Automation  略。
パソコン等の中で動作するソフトウェア
ロボット  利用  人間 定型作業を
代行・自動化  概念。
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グループ企業の基盤強化の取り組み

73

 当社は，これまでもグループ企業の再編・統合      全体 効率化 基盤強化 
取り組んできました。

 引き続き，以下のような取り組みを進めていきます。
•     外 優  経営資源 活用      企業    競争力 技術力 強化
• グループ内の連携などに  販売力 強化 更  効率化
• グループの経営資源 成長事業 配分       売上 拡大 経営力 強化

取 組 事例

 定型的な事務作業等の
生産性を高めるRPA※
サービス事業に参入し，
全国へ販売網を拡大

（株）エネルギア            事例

※ Robotic Process Automation 略     等 中 動作             利用  人間 定型作業 
代行 自動化  概念 

マスコットキャラクター「エネロボ」

 EneWings広島
データセンターを中心に，
ソリューションビジネスを強化
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 売上高（営業収益）については，販売電力量 減    ，減収 見込     。
 利益     ，販売電力量 減      ，経営全般    効率化等   費用減
などから，増益 見込     。

区分 2019年度予想 2018年度実績

連
結

売上高 13,710 13,769
営業利益 420 195
経常利益 360 126
当期純利益※ 250 114

個
別

売上高 12,700 12,805
営業利益 360 112
経常利益 300 69
当期純利益 210 85

区分 2019年度予想 2018年度実績

販売電力量
（億kWh） 507 529

為替レート
（円/$） 110 111

原油CIF価格
（$/b） 70 72

原子力設備
利用率（％） － －

〔前提   主要諸元：中国電力個別〕
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2019年度 収支見通 

（単位：億円）〔業績予想〕

※ 親会社株主 帰属  当期純利益 注2）過去5 年の収支実績については，P.75 「過去5 年の
収支実績概要」をご覧ください。

注1）当社は，近年 事業環境 変化等 踏  ，2019年度
から会計方針を改め，有形固定資産の減価償却の方法を
定率法  定額法 変更     。  償却方法 変更 
より，従来の方法と比較して，2019年度 減価償却費は，
220億円程度減少  見込   。
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過去5 年 収支実績概要

75

区分 単位 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

連
結

売上高

億円

12,996 12,315 12,003 13,149 13,769

営業利益 713 500 345 396 195

経常利益 587 392 194 307 126

当期純利益※ 338 271 113 207 114

個
別

販売電力量 億kWh 579 567 573 554 529

売上高

億円

12,218 11,505 11,217 12,274 12,805

営業利益 604 396 288 324 112

経常利益 498 313 161 240 69

当期純利益 303 210 146 164 85

※ 親会社株主 帰属  当期純利益 
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参考資料
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電力系統図（22万Ｖ以上）
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50万V送電線

水力発電所
火力 原子力発電所

22万V送電線

変電所

他社送電線

主要工事（運転開始予定）

新山口
東山口

北松江

西島根

日野
智頭

東岡山

新岡山
新広島

新西広島
笠岡

井原

北尾道

黒瀬

広島
広島中央

南山口 新徳山
山口

松江

作木 岡山
新倉敷

新鳥取

（九州）

（関西）

（四国）讃岐

北九州

開閉所

隠岐

新小野田
下松

柳井

岩国

大崎

電源開発竹原

南原

俣野川

中

中国東幹線

東

新岡山幹線

新

新

新山口幹線

西島根幹線

日
野
幹
線

山口
幹線

広
幹線島

広島幹西 線

北松江幹線

国中
幹線

新成羽川三隅

島根原子力
島根原子力幹線

下関

中国
西幹
線 水島

玉島

東山口 変圧器増設
100万kVA（2019.4）

新徳山 変圧器取替
30万kVA（2019.4）
［既設15万kVA除却］

西島根 変圧器増設
100万kVA（2022.3）

笠岡 変圧器取替
30万kVA（2021.6）
［既設25万kVA除却］

作木 変圧器増設
20万kVA（2020.11）

新山口 変圧器増設
40万kVA・2台（2021.6）
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項目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

経
常
収
益

営
業
収
益

電灯電力料 10,470 9,707 9,174 9,764 9,813
地帯間 他社販売電力料  1,747 1,797 2,043 2,510 2,991

計 12,218 11,505 11,217 12,274 12,805
その他 174 193 147 136 141
合計 12,392 11,698 11,365 12,411 12,946

経
常
費
用

人件費 963 994 993 966 944

原
料
費

燃料費 3,645 2,393 1,834 2,078 2,367
地帯間 他社購入電力料 2,542 2,756 3,028 3,640 4,059

計 6,188 5,150 4,862 5,719 6,427
修繕費 822 981 988 898 806
減価償却費 973 942 924 909 917
支払利息 228 218 202 172 123
公租公課 575                                                                                                        561 552 564 559
その他 2,141 2,536 2,680 2,939 3,098
合計 11,893 11,385 11,203 12,170 12,877

経常利益 498 313 161 240 69
渇水準備金 5 ▲ 4 7 2 ▲ 2

原子力発電工事償却準備金 18 45 27 33 25
特別利益 - 27 46 - 104
特別損失 - - - - 51
法人税等 5 91 1 58 24

法人税等調整額 165 ▲ 0 25 ▲ 18 ▲ 10
当期純利益 303 210 146 164 85

（単位：億円）

過去5 年 収支実績（中国電力個別）
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会社名・ＵＲＬ 事業内容 電話番号

電
気
事
業

中国電力      （株）※１ 一般送配電事業，離島    発電事業 等 －

千葉   （株）
http://www.chiba-power.co.jp/ 火力発電事業 (03)6269-9290

瀬戸内共同火力（株）
http://www.setouchi-kyouka.co.jp/ 火力発電事業 (084)945-3705

瀬戸内   （株） 電気供給事業 －

海田バイオマスパワー（株） 火力発電事業 (082)822-0770
エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口（株）
http://www.awep-yamaguchi.co.jp/ 火力発電事業 (0835)20-1622

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー小名浜（株） 火力発電事業 (0246)75-0503

電
気
事
業
サ
ポ
ー
ト
ほ
か

中電工業（株）
https://www.chuden-kogyo.co.jp/ 建築工事、塗装工事、住宅     、不動産賃貸 (082)505-1500

中電プラント（株）
http://www.chuden-plant.co.jp/

自家用発電設備・受変電設備・風力太陽光発電設備・一般産業設備の建設・保守，送電
鉄塔利用    等 (082)252-4311

中国計器工業（株）
http://www.chukeiko.co.jp/

電力量計 組立 調整，監視   等      関連機器 製造販売，情報     
ネットワークの構築および関連機器の販売，保護リレーの製造・メンテナンス，テレビ電波障害
の調査・対策工事等

(082)890-8210

中電環境テクノス（株）
http://www.e-ckt.jp/ 環境保全装置の運転，環境調査，化学分析，海上運送・通関等 (082)242-0291

Chugoku Electric Power Australia Resources Pty. Ltd. エネルギー資源の探査，開発，生産等 －

Chugoku Electric Power International Netherlands B.V. 海外電力       対  出資，融資，保証の供与 －

Chugoku Electric Power America, LLC※２ 海外電力       対  出資，融資，保証の供与 －

Chugoku Electric Power Singapore Pte.Ltd.※３ 海外電力       情報収集・出資，エネルギーを巡る市場動向調査 －
（株）電力    中国
http://www.d-sapo-c.co.jp/

架空線設計・共架管理・電柱敷地管理・契約異動処理等 受託業務，電力機材・用品販
売等 (082)541-1110

中電技術コンサルタント（株）
https://www.cecnet.co.jp/

土木，建築，電気・通信，情報，環境，機械設備等に関する構想づくりから調査・計画・
設計・施工監理・維持管理     技術       (082)255-5501

テンパール工業（株）
http://www.tempearl.co.jp/

配線用遮断器，漏電遮断器，住宅用分電盤，標準・特注分電盤，産業機器（直流電
路地絡検出装置他）等の製造・販売 (082)282-1341

中国高圧コンクリート工業（株）
http://e-grid-gr.energia.co.jp/kouatsu/ コンクリート製品製造・販売，土木・基礎工事の施工，産業廃棄物処理等 (082)243-6606
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会社名・ＵＲＬ 事業内容 電話番号

電
気
事
業
サ
ポ
ー
ト
ほ
か

大崎クールジェン（株）
https://www.osaki-coolgen.jp/

酸素吹石炭  化複合発電技術   二酸化炭素分離回収技術 関  大型実証試験
設備の建設および試験の実施 (0846)67-5250

C&Cインベストメント（株）※４ 海外電力       対  出資，融資，保証の供与 －

（株）中電工
http://www.chudenko.co.jp/ 屋内電気工事，空調管工事，情報通信工事，配電線工事，発送変電工事の設計施工 (082)291-7411

中国電機製造（株）
https://chuki.jp/

変圧器，変成器，配電盤，制御盤，特高受変電設備，電源品質改善装置（フリッカ抑
制他）等の製造・販売 (082)286-3411

（株）小月製鋼所
http://e-grid-gr.energia.co.jp/ozuki/

タービンケーシング等の一般・特殊鋳鋼品の製造・販売，発電設備等の非破壊検査，バルブ
メンテナンス等 (083)282-1111

イームル工業（株）
http://www.eaml.co.jp/

各種水車，発電機および補機類，水中タービン発電機，ダム・ゲート関係制御装置および
計測機器（濁度・水位・気象）等の製造・販売等 (082)429-2100

総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給
事
業

（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービス（ESS）
https://www.e-ess.co.jp/

燃料（LNG・石炭）の販売，電気・熱エネルギーの供給サービス（コージェネレーション
システム・地域エネルギー供給システムの設置・メンテナンス・学校空調一括サービス等），
     管理    ，再生可能エネルギー発電事業，電力販売，電気給湯機・
電気         等 住宅用電化機器等 販売・リース等

(082)544-2330

（株）パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス（PET）
https://www.energia-pet.co.jp/

火力発電設備 関  技術研修 提供，    性能管理，ボイラー・タービンの余寿命診
断，非破壊検査，火力発電設備 運用・保守管理    ・訓練用シミュレータの設計開発，
脱硝設備に関する調査・研究・性能維持改善のコンサルタント等

(082)545-0683

水島エルエヌジー（株）
http://www.m-lng.co.jp/

LNG基地の運営（LNGの受入・貯蔵・気化・送出サービス），ガス導管事業（天然ガス輸
送導管の運営） (086)448-0055

情
報
通
信
事
業

（株）エネルギア・コミュニケーションズ
https://www.enecom.co.jp/

【個人向け】〔MEGA EGG〕： 光インターネット接続サービス，光電話，光テレビ
【法人向け】〔EneWings〕： ネットワークサービス（イーサネット通信網サービス），
インターネット接続サービス，アプリケーションサービス（システム構築ソリューション，パッケージ
導入ソリューション），プラットホームサービス（クラウドサービス，データセンター，機器販売)，
ロボットスーツ，IoTサービス，RPAサービス

(082)247-8511

ビ
ジ
ネ
ス
・

生
活
支
援
事
業

（株）エネルギアL＆Bパートナーズ
https://www.energia-lbp.co.jp/

不動産事業，  管理，福利厚生施設 管理・運営，緑化，リース，保険，温浴事業
（ほの湯）等 (082)242-7804

（株）エネルギア・ビジネスサービス
http://www.ebs-web.co.jp/ 管理間接業務（経理・労務・資材） 事務代行等 (082)543-5060

（株）アドプレックス
https://www.adplex.co.jp/

印刷，広告（電柱・一般），イベント企画，ホームページ作成，採用事業（就職情報サイ
ト「マイナビ」 代理店），出版（TJ Hiroshima）等 (082)232-4286
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会社名・ＵＲＬ 事業内容 電話番号

ビ
ジ
ネ
ス
・
生
活
支
援
事
業

（株）エネルギア・スマイル※５
https://www.energia-smile.co.jp/

車両等    ，建物設備 維持管理・点検，労働者派遣，清掃業務，郵便物 仕分
け・集配業務 (082)545-5960

（株）エネルギア・ロジスティックス
http://www.ene-logi.jp/ 物流事業（運送等） (082)244-3796

（株）エネルギア介護サービス
http://www.energia-cs.co.jp/

老人    運営・管理，居宅介護    （居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・
デイサービス等） (082)544-4830

（株）福利厚生倶楽部中国
https://www.fukuri-chugoku.co.jp/

法人・団体（共済会・社員会・協会・組合等） 福利厚生代行    ，社宅管理・海外
赴任支援・シニア向けセカンドライフ支援等，人事・労務等に関する総合的支援サービス (082)543-5855

      中国住宅保証（株）
http://www.jutakuhosho.com/

新築・既存住宅 住宅性能評価・表示サービス，建築確認検査サービス，住宅瑕疵担保
責任保険の取次等 (082)545-5607

※1 2019年4月1日 ， 中国電力      （株）  設立 
※2 2018年4月27日に，「Chugoku Electric Power America, LLC  設立 
※3  2018年11月29日に，「Chugoku Electric Power Singapore Pte.Ltd.  設立 
※4 2019年3月5日に，「C&Cインベストメント（株）  設立 
※5 2018年7月1日に，中企    （株） 出資   ，会社名  （株）            変更 

〔参考〕一般財団法人 中国電気保安協会
http://www.ces.or.jp/

低圧電気設備 漏電調査・安全診断（住宅・商店等），自家用電気工作物 保安管理
業務（ビル・工場等），電気の使用安全広報等 (082)242-7511
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