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カーボンニュートラルへの挑戦
当社は、社長を議長とする「カーボンニュートラルチャレンジ推進会議」を設置し、カーボンニュートラルの実現に向けた取組みを推進しています。

TCFD提言への対応

当社は、社会的に責任のあるエネルギー事業者として、ESGの観点で経営を展開しており、
「気候変動が事業活動にもたらすリスク・機会を

分析し、情報開示を推進する」というTCFD提言の趣旨に賛同しています。TCFD提言に沿った情報開示を進めるとともに、電源の脱炭素化や
電化の推進等、気候変動が当社事業にもたらすリスク・機会に適切に対応し、社会の持続的な発展に貢献していきます。

ガバナンス

戦略 （→P12〜16、P23〜24、P44）

● 社長を議長とする
「カーボンニュートラル

● 気候変動に関するリスク・機会を認識するために、IEA等が公表している気候シナリオ

気候関連リスクおよび機会に係る組織のガバナンス

気候関連リスクおよび機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への影響

チャレンジ推進会議」を定期的に開催し、

を参照し、2050 年カーボンニュートラルを含む複数のパターンで当社を取り巻く

気候関連リスク・機会、指標等の評価・管理

を行います。

環境を想定しています。

継続的改善
次年度計画への反映

■ 体制図

● 当社グループは、信頼され選択される責任あるエネルギー事業者として、再生可能

ロードマップおよび
実行計画の策定

進捗管理・評価

諸施策の推進
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議長が指名する者

■ 日本のCO2排出量
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議長

電化推進等を通じ、2050 年カーボンニュートラルに挑戦していきます。

CO2排出量︵億t︶

常

エネルギーの主力電源化をはじめとする電源の脱炭素化、暮らしやモビリティ等の
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本店各部所、東京支社
上位方針の反映

進捗報告

支店、支社、原子力･火力発電所

北陸電力グループ会社

2019

公表政策シナリオ

2030

持続可能な開発シナリオ

2040

2050（年）

2050 年カーボンニュートラル

＊ IEA「World Energy Outlook 2020」
（公表政策シナリオ、持続可能な開発シナリオ）
、IPCC「Global warming of 1.5℃」を参照
＊ 国のエネルギー政策の議論を踏まえ、将来の想定については適宜見直しを行っていきます。
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戦略 （→P12〜16、P23〜24、P34〜35、P44）

気候関連リスクおよび機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への影響
2050年カーボンニュートラルを前提として気候関連リスク・機会を整理しています。
気候関連リスク・機会
■ 移行リスク・機会

リスク

● 2050年カーボンニュートラルに向けた環境規制の強化

● 経営リスクについて適宜把握・評価のうえ、取締役会にて毎年度策定する経営計画

等の諸計画に反映するとともに、必要に応じて、当該リスクに関する課題や対応方針

を検討する組織の整備や全社横断的な委員会等を設置し、適切に対応しています。
評価し、経営リスクとともに取締役会に報告します。

● 再エネ電源の普及拡大による電力需要の変化

● 原子力発電等のカーボンフリー電源の優位性向上

会

気候関連リスクについて、組織がどのように識別・評価・管理しているか

● 気候関連リスクについては、カーボンニュートラルチャレンジ推進会議において識別・

● 再生可能エネルギーへの投資機会の拡大

機

リスク管理 （→P15〜16）

● 2050年カーボンニュートラルに向けた電化の進展
● お客さまニーズの多様化による新たな需要の拡大

（RE100対応等の再エネメニュー/太陽光発電設備の第3者所有
モデル/ 蓄電池・EV等）

● 2050年カーボンニュートラルに向けた事業機会拡大

指標と目標 （→P11、P13）

気候関連リスクおよび機会を評価・管理する際に使用する指標と目標
● 北陸電力グループ 2030 長期ビジョンにおいて以下の目標を掲げています。

• 再生可能エネルギー発電電力量 =＋20 億 kWh/ 年＊1
• 石炭消費量=10％削減/ 年＊1

• 省エネ法に基づく環境指標の達成（火力総合発電効率＝44.3%、火力発電効率の実績値/目標値=1.00）
• 販売電力量に占める非化石電源比率 =44％

• 温室効果ガス排出係数 =0.37kg-CO2/kWh＊2
■ 物理的リスク
● 台風・地震等の大規模自然災害に伴う設備トラブルの発生
● 降水量変動による渇水リスク

＊1 2018 年度対比
＊2「電気事業低炭素社会協議会」
（当社を含む旧一般電気事業者および新電力等の一部で構成）で目指す目標
● 北陸電力グループカーボンニュートラル達成に向けたロードマップにおいて以下の

目標を掲げています。

• 2030年の発電電力量に占める非化石電源比率 50％以上

TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォース

金融安定理事会（FSB：Financial Stability Board）によって2015年12月に設立。投資家が気候関連リスクおよび機会について十分な情報に基づき投資判断を行うために、企業等に対し気候関連の情報
開示を促す任意的な提言を2017 年 6 月に公表。当社は2019年 5月に賛同。
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マテリアルバランス
事業活動に伴う物質、エネルギーのフローを定量的に把握し、限りある資源の有効活用、環境負荷の低減に努めています。

北陸電力・北陸電力送配電(2020年度)
インプット

アウトプット

INPUT
■発電用燃料

■水
発電用水＊3
■資材

石灰石
アンモニア

■サービス活動
社用車燃料
ガソリン
軽油
灯油使用量
水使用量
紙使用量

611.0万t
14.3万kL
1.0万kL
50.9万t
0.5万kL
2.2万t
0kg-Ｕ235

■大気排出
●温室効果ガス
CO2（二酸化炭素）
発電・送配電
燃料採掘・輸送＊1

火力発電所

内 訳

石炭＊1
重油
原油
LNG
軽油
木質バイオマス＊1
原子燃料＊2

OUTPUT

発 電 所

原子力発電所

221億kWh

0kWh

水力発電所

652kL
269kL
71kL
9.7万㎥
204t

＊1 石炭、木質バイオマスは、湿ベースの重量です。
＊2 原子燃料は原子炉熱出力の積算値に対応するウラン燃料消費量
（設計値に基づき試算）を示します。
＊3 発電用水は火力・原子力発電に必要な用水です。

▲14億kWh

▲12億kWh

本店ビル・各事業所
当社事業所等での消費電力量
(一部販売電力量の内数)
▲30百万kWh

融通・他社受電電力量 受電 70億kWh
融通・他社受電電力量 送電 66億kWh

お客さま

販売電力量 259億kWh

取扱いなし
97t
20t

＊2 SF6、HFCは年の値。

送電・変電・配電設備
送配電ロス

PFC（パーフル
オロカーボン）

＊1「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本
ガイドライン」
（2017年12月）に基づき、主な間接排出量を算定。

5百万kWh

発電所での所内電力量

0.3t
0.6t

N2O（一酸化二窒素）
CH4（メタン）

太陽光発電所

62億kWh

SF6（六フッ化硫黄）＊2

HFC（ハイドロフル
オロカーボン）＊2

580.7万㎥
8.2万t
0.4万t

オフィス活動
（社用車）＊1

1,365万t-CO2
1,217万t-CO2
147万t-CO2
0.2万t-CO2

●その他
SOｘ（硫黄酸化物）
NOｘ
（窒素酸化物）
■廃棄物・副生品
石炭灰
石こう
その他

0.6万t
0.5万t
59.1万t
14.7万t
4.1万t

リサイクル量
75.0万t
■放射性固体廃棄物
808本相当（200Lドラム缶換算）
■発電所排水量

263.4万㎥
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環境管理計画の策定と目標達成に向けた取組み
当社グループは、信頼され選択される責任あるエネルギー事業者として 2050 年カーボンニュートラルをはじめとする諸課題への適切な対応に向けた具体的行動計画である

「北陸電力グループ環境管理計画」を策定しています。

2021年度計画では「電源の脱炭素化加速へ向けた適切な対応」
「需要側の電化促進へ向けた適切な対応」
「サステナブルな環境貢献」
「環境リスク低減や循環型社会構築へ向け

た適切な対応」の4つの柱を掲げ、各事業において環境に配慮した取組みを着実に推進しています。
WEB

北陸電力グループ環境管理体制 http://www.rikuden.co.jp/managementsystem/taisei.html
北陸電力グループ環境管理計画 http://www.rikuden.co.jp/kanrikeikaku/

脱炭素社会・循環型社会実現に向けた取組み

各事業での環境に配慮した取組みのほか、電気自動車の導入推進や資源の有効活用、環境保全活動等、脱炭素社会・循環型社会の形成に向けて取り組んでいます。

●電気自動車の導入促進

●３Ｒの積極的な推進

北陸電力送配電㈱の社用車の電気自動車比率＊1 を100％へ向上させる」ことを

化（Recycle）に取り組んでいます。

当社グループは、脱炭素社会実現に向け、
「2030年度までに北陸電力㈱および

目標にして取り組んできました。2021 年度からはグループ会社にも目標範囲を
また、避難所等の非常用電源への電気自動車の

石炭灰の有効利用

活用について、自治体との連携体制を含めて検討

セメント材料やグラウンド表層材への石炭灰の有効利用に取り組んでいます。特に、フライ

するとともに、走行・蓄電データを分析し、エネル
ギーマネジメント等に活用します。

当社グループで 2020 年度に発生した産業廃棄物等の量は79.8 万 tで、有効利用に取り
組んだ結果、リサイクル率は96.3％となりました。

広げ、社用車の電気自動車導入を促進しています。

＊１ 緊急用車両や高所作業車等の特殊車両および電気自動車への代替が
不能な車両（4WD車等）は除きます。また、プラグインハイブリッド車
（PHV)を含みます。

当社グループは、事業活動で発生する廃棄物の抑制（Reduce）
、再利用（Reuse）
、再資源

アッシュ（FA）コンクリート※には構造物の長寿命化や地産地消による環境負荷低減効果が
社用電気自動車

期待され、公共工事や北陸新幹線工事にも活用されています。今後、公共工事への利用を更に
拡大していくことを目指し、FAコンクリートの利用方針等を
具体的に協議する協議会を当社、富山県立大学、富山県生コン
クリート工業組合および官公庁関係者により2021 年 7 月に

電気自動車の利活用推進に関する連携協定の締結

2020年3月に白山市と包括連携協定を締結し、同協定の連携項目「環境・エネ

ルギーに関すること」に基づき、電気自動車の利活用拡大を検討してきました。

設立しました。当社は、北陸地域において、FAコンクリートを
利用していただくことにより、地域社会に貢献していきたいと
考えております。

白山市に加え、金沢工業大学、日産自動車㈱、
米沢電気グループと、電気自動車を活用した災害

グループ会社での機密文書リサイクル

グループ会社の㈱ジェスコでは、万全のセキュリティーシス

時の避難所運営への支援や市民の環境・防災意識
の向上等を連携して推進することを目的に、同年

テムと設備を整え、お客さまからお預かりした機密書類を保管

11月に「SDGsにおける電気自動車の利活用推進

し、保管期限の過ぎた書類は破砕処理してトイレットペーパー

に関する連携協定」を締結しました。
用語解説▶

北陸新幹線高架橋

連携協定締結式

やコピー用紙等に再生する地域循環型リサイクルを展開してい
ます。2020年度のリサイクル量は約1,730tです。

リサイクル製品

フライアッシュコンクリート：石炭火力発電所で石炭を燃やした後に電気集塵器で採取される微粉末の灰（フライアッシュ）を混和したコンクリート

●
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生物多様性に配慮した環境保全の取組み

生物や自然の恵みに配慮し、持続可能な事業活動に取り組むほか、森林保全等の生物多様性維持のための活動を継続的に実施しています。

●水の恵みをありがとう！森に恩返し活動

●環境展等のイベントでの情報発信

吸収等、さまざまな恩恵を与えてくれる

し、当社グループの環境への取組みを紹介

森林に感謝の気持ちを込めて、北陸３県

しています。
「とやま環境フェア2020 in

５地区（富山、新川、加賀、能登、福井）で

Web」では、脱炭素化に向けた取組みや森

森林保全活動を展開しています。2020年

に恩返し活動をはじめとした環境保全活動

度までに約4,720本の植樹や下草刈りを

の取組みの紹介や、電気とエネルギーにつ

当社グループは、水源かん養※やCO2 の

自治体や環境団体主催の環境展に出展

実施し、延べ約9,500名（他団体主催活動

いての動画・アニメをオンライン上で公開

参加者を含む）が参加しました。

し、1,120件のアクセスがありました。

森に恩返し活動

●事業所周辺や海岸等の清掃活動

●稚魚の放流イベント

高揚を目指し、継続的に事業所周辺や海岸

に感謝するとともに、次世代を担う子ども

等の清掃活動を行っています。2020年度

たちに環境保護の大切さを伝えることを

とやま環境フェア2020 in Web

当社水力センターでは、河川からの恵み

地域への貢献や従業員の環境意識の

は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の

目的として、地元の漁協等と共同で、アユ・

ため中止した期間もありましたが、各地で

ゴリの稚魚の放流や河川周辺の清掃活動

の清掃活動に約2,900名の当社グループ

を実施しています。

従業員が参加しました。
海岸清掃

用語解説▶

アユ放流イベント

水源かん養：樹木、落葉および森林土壌の働きにより、降水を効果的に地中に浸透させ、長期にわたり貯留・流下することにより、洪水調整、渇水緩和など河川流量の平準化を図る森林が有している機能。

●
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