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 私たち中部電力グループは、

山から川、川の流域、そして海に至るまで、

自然の中で事業活動を行っています。

事業活動を行う上で、地球温暖化対策を含めた

環境配慮、自然との共生は、

大変重要なことと認識しています。

　私たち中部電力グループは、

山から流れる川の水を使った水力発電、

海の水を利用する火力・原子力発電、

太陽の恵みを利用した太陽光発電、

風を利用した風力発電、

そこでできた電気を送電線、配電線等を使い

お客さまへお届けしています。

プロローグ



基本方針

環境基本方針

中部電力グループ 環境基本方針

企業理念
中部電力グループ

※1 ESGとは… E : 脱炭素社会の実現・環境経営の実践
S : 社会課題の解決・人財活用・安全健康
G : コーポレートガバナンス・事業継続

■原子力安全憲章

環境基本方針
社会貢献基本方針

調達基本方針

コーポレート・ガバナンス基本方針

コンプライアンス基本方針

安全健康基本方針

人権基本方針

■CSR宣言

中部電力グループでは、企業理念のもと

CSR宣言を定め、ESG※1経営を推進します。

●安全性の向上と地域の皆さまの信頼を最優先に、原子力発電の活用に向けた取り組み
を進めます

●水力、太陽光、陸上風力、バイオマスに加え、洋上風力や地熱等の新たな取り組み
も含め、再生可能エネルギー事業を積極的に展開します

●再生可能エネルギー電源や蓄電池の有効活用を可能とする電力品質の確保に向けた
取り組みを推進します

●エネルギーの最適利用を可能とするデジタル化を通じて、合理的な設備の形成・運用に
努めるとともに、お客さま起点のコミュニティサポートインフラを創造し、社会のニーズ
にお応えすることで、お客さまや社会と共に電化・脱炭素化に貢献します

●豊かな自然環境を守るために多様
な生物の生態系や水資源の持続
可能性に配慮し、事業活動を行い
ます

●資源の消費抑制を図るとともに、
廃棄物の発生抑制や資源の再使用・
リサイクルにより処分量の最小化
に努めます

●環境とエネルギーに関して、地域社会の
皆さまとのコミュニケーションを深めます

●環境に配慮した行動が自発的にできる
人材を育成し、社会に貢献します

自然との 共 生
環境意識の向上に努めます

環境意識の向上
循環型社会の実現をめざします

循環型社会の実現

脱炭素社会の
実現に貢献します

脱炭素社会の実現

中部電力グループは、環境への取り組みについて、継続的な改善を進めるとともに、適時適切に情報を開示します。

～「ゼロエミチャレンジ２０５０」の達成に向けて～

　中部電力グループは、地球環境に配慮した良質なエネルギーを安全・安価で安定的にお届けすると同時に、「コミュニティサポートインフラ」
の創造による「新しいコミュニティの形」を提供し、「一歩先を行く総合エネルギー企業グループ」として、持続的な成長を目指していきます。
　この実現に向けて、環境経営を的確に実践するとともに、社員一人ひとりが自ら律して行動し、あらゆる事業分野における脱炭素社会・
自然共生社会・循環型社会を目指した取り組みを通じて、持続可能な社会の発展に貢献します。

中部電力グループCSR宣言に基づき、環境保全に関する基本方針を以下のとおり定める。

自然との共生に努めます

（2021年3月改定）

中部電力グループ方針体系

基本方針・管理体制 ゼロエミチャレンジ 脱炭素社会の実現 自然との共生 循環型社会の実現 環境意識の向上 情報・参考データ等



管理体制

環境管理体制※1 

　中部電力グループでは、中部電力グループ環境基本方針に基づく経営目標やその取り組みについて
PDCAサイクルを回す環境管理活動を展開しています。
当社では、ISO14001（2004）に基づいた自己宣言型の環境管理活動を展開しています。

　2020年度は、環境に関する重大な法令違反はありませんでした。今後も法規制等を遵守し、環境保全に努めます。

　２０２１年３月に新設した本会議は、社長直属の機関として、３社（中部電力、中部電力パワーグリッド、
中部電力ミライズ）およびグループ会社における超長期および中長期的な気候変動に関する目標設定を
行い、その目標達成に向けた行動計画を策定・評価していきます。

中部電力の環境管理 ゼロエミッション推進会議

環境に関する法令の遵守状況

※1 2021年９月現在
※2 中部電力グループの環境方針・行動目標等の審議・調整は、総務・広報・地域共生本部部長（環境担当執行役員）が、関係する３社（中部電力、中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズ）の室部長を指名して実施し、重要事項は経営執行会議へ付議する。
※３ PDCA サイクルに基づく環境管理活動を実践するため、３社に適用する社内規定類を定めて運用している。なお、その規定類において、中部電力や中部電力パワーグリッドの事業場を対象に環境法令の順守状況チェック（業務調査）を定期的に実施する旨を定めており、法令遵守に努めている。
※4 グループ会社２８社（中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズを除く）で構成され、意見交換会や情報共有などを定期的に行い、各社の事業形態に合わせた効果的な環境管理活動を推進している。

点検・報告

中部電力 

中部電力パワーグリッド 

中部電力ミライズ 

重要事項を付議

環境管理推進部署（計画・実行・教育・点検・改善） ※2※3

環境管理推進部署（計画・実行・教育・点検・改善） 

環境管理推進部署（計画・実行・教育・点検・改善） 

主な事業場

主な事業場

主な事業場

原子力発電所  水力センター 電力技術研究所総務・広報・地域共生本部 

支 社 営業所・電力センター 

地域営業本部 カスタマーセンター 

総務部　 

業務管理・支援本部　 

経営考査室 社 長経営執行会議

環境施策全般に関する意見交換・情報共有を通じて、結束強化や個社の環境対策向上等を目的とします。
連携

意見交換・情報共有
中部電力グループ環境対策会議※4 グループ会社 

ゼロエミッション推進会議

基本方針・管理体制 ゼロエミチャレンジ 脱炭素社会の実現 自然との共生 循環型社会の実現 環境意識の向上 情報・参考データ等



ゼロエミチャレンジ2050に向けた取り組み

ゼロエミチャレンジ2050

　脱炭素社会実現に向けては、社会全体で取り組むことが必要です。中部電力グループは、再生可能エネルギーのさらなる導入や、次世代原子炉の利活用、水素技術の実用化やカーボンリサイクル技術の実装などにより、
「お届けする電気の脱炭素化」に挑戦します。また、排熱などの未利用エネルギーの活用や、熱エネルギーの脱炭素化、抜本的なエネルギーの消費プロセス見直しといった「エネルギー利用の電化・脱炭素化」をお客さま・
社会とともに進めていきます。加えて、これら電源とお客さまをつなげる自立分散型のシステムをさらに高度化していきます。
　これらの取り組みは、社会構造そのものの変化につながるものであり、そこから生まれるイノベーションをはじめとした新たなビジネスチャンスも積極的に捉え、取り組みを加速してまいります。

私たちは、お客さま・社会とともに、エネルギーインフラの革新を通じて「脱炭素」と「安全・安定・効率性」の同時達成を目指します。

※1 Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略 二酸化炭素を分離・回収し、有効利用又は貯留する技術　※2 中部電力、中部電力パワーグリッド、中部電力ミライズ　※3 電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHV）、燃料電池車（FCV）等。ただし、電動化に適さない緊急・工事用の特殊車両等は除く

「お客さまの豊かな暮らし・ビジネス課題の解決」と「脱炭素化」の両立を、お客さま・社会とともに促進 非化石エネルギーの最大活用 次世代技術実用化・化石燃料の脱炭素化

お客さま・社会と進める電化・脱炭素化 お届けする電気の脱炭素化

「省エネ」・「創エネ」・
「活エネ」の三位一体

かつ

現在

2050年

（kJ）

電力 25％ 電力以外（石油・石炭・ガス等） 75％

電力 電力以外 効率化電化

現在

2050年

ネットゼロ （kWh）

CO2排出

石炭・LNG 再エネ

CCUS
火力 原子力 再エネ

水素
アンモニア脱炭素化（発電電力量構成）エネルギー消費の

電化・効率化

最終エネルギー消費に占める電力消費は1/4程度であり、
脱炭素に向けては電力のみならずエネルギー全体での取り組みが必要
⇒当社グループは、電化・効率化を通じて電力以外分野のCO₂排出削減にも貢献していきます。

ゼロエミ電気

脱炭素の実現

お客さまとともに
再エネ開発を加速

エネルギー転換等の
ソリューション

エネルギーを使いやすくする
仕組みの構築

省エネ

創エネ 活エネ
かつ

エネルギー利用の効率化

再エネ電源創出・活用

再エネ電源利用拡大
CCUS※1

アンモニア

化石燃料

水素

水 力太陽光

地 熱洋上風力

原子力

火力発電

調整力の確保再エネ主力化

カーボン
リサイクル

自立分散型
システムによる
安全・安定・効率性

の追求

お客さまへ販売する電気由来のＣＯ₂排出量を

2013年度比で50％以上削減
当社※2が保有する

社有車を100％電動化※3目  標
事業全体のＣＯ₂排出量

ネット・ゼロに挑戦し、脱炭素社会の実現に貢献2050年度に向けて2030年度に向けて

基本方針・管理体制 ゼロエミチャレンジ 脱炭素社会の実現 自然との共生 循環型社会の実現 環境意識の向上 情報・参考データ等



指標・目標

ゼロエミチャレンジ2050に向けたロードマップ

○脱炭素社会の実現に向けては、あらゆる分野において、各主体（国・自治体、産業界、家庭）がそれぞれの役割に応じた取り組みを進める必要があります。
○当社グループは、お客さま・社会とともにエネルギーインフラの革新を通じて、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

国の政策等を前提とした当社の取り組みであり、今後制度設計等が変更された場合、目標値等を変更する場合があります。また、脱炭素技術の着実な進展と経済合理性の両立を前提としています。

お客さまと
ともに

送配電

発電

省エネ 創エネ 活エネ

●エネルギーマネジメントサービス提供（省エネ拡大）
●CO₂フリーメニューの多様化（非化石比率向上）
●電化等を支えるサービス提供
●魅力ある暮らしやすいまちづくり（地産地消）

●安全確保と地域のご理解を前提に浜岡原子力発電所を活用

●再エネ開発加速（2030年頃 200万kW以上）
●海外再エネ（欧州・アジア・北米）への積極的な投資開発

●非効率石炭火力のフェードアウト
●高効率火力活用
●アンモニア・水素混焼等新技術開発

イノベーションによる革新的技術実用化・採用社会全体でのエネルギー利用の高効率化

［ 東日本と西日本の連系容量 ］ 

300万kW（2027年度）

 ［戦略的投資］   再エネ1,000億円　海外2,000億円
海外 ⇔ 国内のシナジーの発揮

●偏在する再エネの広域連系力強化 
●需給運用の高度化・広域化
●分散型グリッド構築・運用
●送電容量拡大・蓄電池等活用
●SF₆※代替ガス機器の採用
※ 六フッ化硫黄：変電機器等において絶縁体として使用されるガス。地球温暖化防止排出抑制対象ガスに指定

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
貢
献

エネルギーインフラ全体で
「脱炭素」と「安全・安定・効率性」の同時達成

お客さまとともに進める電化・脱炭素化
●熱エネルギーの脱炭素化
●未利用エネルギーの活用
●資源循環ビジネス

電力系統に対する需給調整
●系統用蓄電池の導入拡大
●分散型グリッドによる需給調整

次世代技術の利活用
●水素サプライチェーンの
　構築・活用、水素製造・貯蔵

ゼロエミ火力の活用
●アンモニア・水素混焼の拡大
●CO₂オフセット
　技術の活用

次世代ネットワークへの転換
●合理的な設備形成
●調整力確保（水素活用等）

安全性に優れた
次世代原子炉の利活用
●SMR・高温ガス炉

さらなる再エネ電源の開発
●洋上風力の積極開発
●空き地を活用した太陽光

グリッドの効果的活用
●電力システムの自立分散化
●モビリティの電動化
●地域内エネルギーシェア　

中部電力グループのソリューション 中部地域のイノベーション

CO₂排出量50%以上削減（約3,250万t削減）2030年 事業全体のCO₂排出量ネット・ゼロ2050年

中部地域のポテンシャルを活かした産官学の連携

基本方針・管理体制 ゼロエミチャレンジ 脱炭素社会の実現 自然との共生 循環型社会の実現 環境意識の向上 情報・参考データ等


