CSR 行動原則に基づいた取組み

3
地域社会の発展に向けた積極的な貢献

関西電力グループは、地域や生活に密着した事業者として、事業活動に関わる地域社
会の発展なくしては、自らの発展はありえないという認識のもと、地域経済や地域コミュ

CSR
行動原則

ニティの活性化に向けた取組みを通じて、地域社会の発展へ積極的に貢献します。
また、海外の事業活動においても、現地の文化や習慣に配慮しながら、それぞれの
地域社会の発展に貢献します。

地域社会との双方向で継続的な対話活動
地域社会への積極的な情報発信と
密接なコミュニケーション

■各種エネルギー関係会議体への参加

自治体において実施されているエネルギー関係
の会議体に参加し、エネルギー全般に関する情

地域社会のみなさまと「共に考え、共に未来を

報を共有しながら、地域におけるエネルギーの

創る」という思いのもと、2015年6月に地域エ

諸課題の解決に向け積極的に協力しています。

ネルギー本部を新たに設置し、地域社会のみな
さまとのコミュニケーションをより密接にする

実績

おおさかスマートエネルギー協議会への参加

ことで、信頼関係を構築し、地域社会のみなさ
まからの多岐にわたるご要望に対して、より積
極的にお応えできるように努めています。

民間事業者

エネルギー
供給事業者

おおさかスマートエネルギー協議会

■行政の会議体・定例報告の場などでの

各主体が情報の共有を図り、意見交換をおこ
なうことにより、それぞれの取組みを促進

積極的な情報交換
関西広域連合委員会や奈良県節電協議会をは

住民

10回

各種団体

じめとした行政の会議体などに出席し、電力需

連携

協力

市町村

給状況などについてご説明するとともに、さま

おおさかスマートエネルギーセンター

ざまなご意見を頂戴するなどして、情報交換を

府・市、エネルギー供給事業者が共同して、
さまざまなエネルギー関連施策を展開

実施しています。
■行政事務局との日常的な

コミュニケーション
日ごろから行政の事務局と相互にコミュニケー
ションを実施し、ご質問を頂戴した場合は、勉強
会を開催するなどして、丁寧にお応えしています。
奈良県
節電協議会

実績

関西広域連合委員会

3回

出席

5回

資料提供

2回

51

5,500回

約

行政事務局との意見交換会

奈良県節電協議会
出席

実績

自治体への
ご理解促進活動

2回

資料提供
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地域社会に対するお役立ち活動
地域の活性化に向けた取組み
お客さまや社会のみなさまからのエネルギーに関するニーズが多様化するなか、当社はこうし
たニーズにしっかりと耳を傾け、地域のみなさまの良きパートナーとして、
「共に考え、共に未
来を創る」という思いを持ちながら、地方創生および活性化に向けた取組みを進めています。
■スマートコミュニティ構想などの実現に向けて

1

1

生水の熱源および水源複合利用、
「けいはんなエ

に向けた期待に応えるため、自治体などの地域

コシティ次世代エネルギー・社会システム実証

のみなさまが進める地域全体のエネルギー利用

プロジェクト」への参画により得られた知見を

の効率化をめざすスマートコミュニティづくり

活かした新たな取組みなどを進めています。

や再生可能エネルギーの開発に向けた取組みな

●
「下水処理再生水」を活用したまちづくり構想

どに参加し、電気事業者として蓄積してきた知

商業施設

（2016年6月末現在）

3

3件

地域社会の発展に向けた積極的な貢献

当社は、お客さまや地域社会からの地域活性化

構想が実現したスマート
コミュニティ件数

見を活かして、構想の具体化に向けたさまざま
下水処理場

な取組みをおこなっています。
具体的には、吹田市万博公園南側地区におけ

空調
熱源

再生水
給湯熱源

る太陽光発電や蓄電池を活用したエネルギーの
面的利用や堺市鉄砲町地区における下水処理再

下水処理再生水を熱源や
散水用水などに利用

散水用水
せせらぎ
用水

●スマートコミュニティに関する取組み事例

吹田市（万博公園南側）

豊中市（千里中央）

万博スマートコミュニティモデル構想

集 合 住 宅 および 商 業 施 設 のエネ ル
ギーマネジメントシステムを統合した
スマートコミュニティ

吹田操車場跡地スマートコミュニティ構想

吹田市（吹田操車場跡地）

滋賀県
京都府

大阪市（中之島4・5丁目）
下水熱、河川水熱利用地域冷暖房
システムによるスマートコミュニティ
尼崎市（JR塚口駅前）

京都府（けいはんな地区）

兵庫県

け い は ん な エコシ ティ次 世 代 エ ネ ル
ギー・社会システム実証プロジェクト

実現済み

京都府（けいはんな地区）

環境モデル都市尼崎版スマートコミュ
ニティ推進事業

大阪府

ポストけいはんなスマートコミュニティ先
導拠点化構想

神戸市（ポートアイランド）

大阪市（OBP）

神戸1MW級水素コージェネレーショ
ンシステムスマートコミュニティ構想

奈良県

泉佐野市（関西国際空港）

企業所有のEV・PHVを活用した電力供給
システムに関する技術実証
堺市（鉄砲町）

実現済み

下水再生水利用による地域資源の活用を
核としたスマートコミュニティ

関西国際空港スマート愛ランド構想
「水素グリッドプロジェクト」

■大阪都心部のまちづくり活動

実現済み

2

■企業立地支援活動

当社は、大阪都心部などのまちづくりに、ハー

地域の持続的発展をめざし、当社では自治体

ドとソフトの両面から貢献しています。その一

や関係各所と連携し、関西地域への企業立地

つが、
当社本店がある大阪・中之島での活動です。

支援活動をおこなっています。新たな立地拠

この中之島のさらなる発展や活性化をめざ

点を探しておられる全国の企業に対して、地

す「中之島まちみらい協議会」では、当社が

域情報誌『Community Information』を通じ

事務局を務め、地区内の地権者企業など 29 社

た関西の産業用地や自治体の優遇制度のご紹

（2016 年 6 月末現在）とともに、2013 年に策

介、企業訪問による提案活動を実施し、関西

定した「中之島まちづくり構想」の実現に向

地域の発展につながるように努めています。

2

中之島の概観（大阪市北区）

けた取組みなど、さまざまなまちづくり活動
に取り組んでいます。
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1

地域社会への貢献活動の
詳細は…

Web 検 索
関西電力 社会貢献

2015年度入選作品を
ご覧になりたい方は…

Web 検 索
関西電力 コラボ・アー
ト21

「コラボ・アート 21」

障がいのある方々にアートの創造を通じて自己

一員として、お客さまをはじめとするみなさ

を表現する喜びを感じていただき、また、作品

まのニーズに耳を傾け、地域社会への貢献活

をご覧いただく方々にその魅力や作者の可能性

動に取り組んでいきます。

を感じていただくことを目的に、
2001年から
「コ
ラ ボ・ ア ー ト 21」

1

を開催しています。

消防署などと連携し、寺社や文化財のほか、公民
館などの災害避難指定場所の防火につなげるた
め、電気設備を点検しています。漏電や電気配線
の異常について調査
し、お客さまの設備に
合わせた電気の安全
な使い方をお知らせ
しています。
住吉神社での電気設備点検
（兵庫県明石市）

■地域のみなさまと連携した美化活動

3

ボランティア休暇

●

取得

66件

［158日］
ボランティア休職

●

（1992〜2015年度実績）

17人

認定

2

地域社会に根ざした企業である当社は、その

■文化財などの電気設備点検

2

■障がい者のアート公募展

地域社会への貢献活動

1

地域のみなさまとの活動のほか、当社の取組みで
ある 6 月の「関西電力グループ環境月間」や 11
月の「お客さま感謝月間」を中心に、事業所周辺
や観光地などの清掃活
動をおこなっていま
す。また、違法広告物
の撤去や落書きの消去
などの美化活動もおこ
石清水八幡宮境内付近での清
なっています。
掃活動（京都府八幡市）
■地域の伝統文化保護・行事への協力

1

地域の発展や活性化
の一助となるべく、地
域に根ざした伝統行
事にさまざまなかた
ちで協力しています。

入選作品は展示会
やホームページな
どを通じて紹介し
ています。

展示会で入選作品を紹介
（障害者週間協賛行事の一環として）

■社会貢献活動に励む従業員を支援

従業員の自発的な活動を支援するため、ボラ
ンティア休暇制度などを設けています。また、
社内ポータルサイトにある「社会貢献サイト」
では、ボランティアや各所での活動事例など
の情報を発信しています。

制度

3

●ボランティア休暇

従業員が休暇を取得して、一定の条件を満たす社会奉
仕活動をおこなった場合、年間限度日数の範囲内でそ
の 1／2 ないし全部を特別休暇として認める制度。
●ボランティア休職

勤続 5 年以上の従業員が公的社会福祉機関で社会奉仕
活動を長期にわたり継続しておこなう場合に、原則と
して 1 年以内の休職を認める制度。ただし、青年海外
協力隊としての休職期間は 2 年 6ヵ月。

社内用の社会貢献サイトを運営
「社会貢献サイト」では、全従業員が、ボラ
ンティア情報や各事業所での社会貢献の活動
事例を一元的に閲覧でき、各事業所における
平城京天平祭にボランティア
として参加（奈良県奈良市）

活動の参考情報としても活用しています。

今後の方針
当社グループは、地域に根ざした事業者
であり、地域のみなさまの良きパートナー
として、「共に考え、共に未来を創る」と
いう思いのもと、地域社会の活性化と発
展につながる取組みを進めてきました。
その役割の重要性は、2016 年 4月に電力
の小売全面自由化を迎え、競争が激化す
るなど、当社グループを取り巻く環境が変
わろうとも不変であると考えております。
今後も、地域のみなさまとのコミュニ
ケーションを通じて信頼関係を構築した上

で、多様なニーズにしっかりと耳を傾け、
これまで蓄積してきたさまざまな知見など
を活かし、スマートコミュニティ、まちづ
くり案件など、地域社会のさらなる発展と
活性化に取り組んでまいります。
また、社会貢献活動についても、地域
社会のみなさまからのご期待にお応えす
るために、当社グループとしてはもちろん、
当社グループ従業員一人ひとりがすべき
こと、できることをよく考え、地域社会の
一員として地道に取り組んでまいります。

関西電力株式会社
地域エネルギー本部
副本部長

森 望

53

