
各種会議体参加実績例

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

地域社会のみなさまと「共に考え、共に未来を創る」という

思いのもと、2015年6月に地域エネルギー本部を設置

しました。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。
その他実績例（2018年度）
●関西広域連合への電力需給等に
関する報告 11回

●奈良県エネルギービジョン
推進協議会 出席3回
●堺市水素エネルギー社会 
推進協議会 出席3回
●H2Osakaビジョン推進会議 出席2回
●千里中央地区活性化協議会 出席1回

これまでから関西広域連合委員会をはじめとした行政の

会議体などに出席し、電力需給状況、電気料金、原子力

運営などについてご説明するとともに、さまざまなご意見
を頂戴するなどして、情報交換を実施しています。

　また、頂戴したご意見

などを踏まえ、地域に

おけるエネルギーの

諸課題の解決に向け

て、積極的に協力して
います。

各種会議体参加等による積極的な情報交換

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、ご質問ご要望を頂戴した場合は、勉強会を開催

するなどして、丁寧にお応えしています。

行政事務局との日常的なコミュニケーション

行政事務局との情報交換

CSR 行動原則 3

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、

地域社会の発展に積極的に貢献します。

また、海外の事業活動においても、現地の文化や慣習

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。

地域社会の発展に
向けた積極的な貢献

エネルギーに関する勉強会
（施設見学）

4,600回

自治体へのご理解促進活動
（2018年度）

4回

おおさか
スマートエネルギー
協議会への参加
（2018年度）

住 民民間事業者

各種団体 市町村

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

おおさかスマートエネルギーセンター

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

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

連携 協力
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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、

地域活性化と持続的発展に向けた取組みを進めています。

お客さまや社会と共に歩む“地域創造活動”

■ 「バーチャルパワープラント構築実証事業」のイメージ

地域社会の発展に向けた積極的な貢献3

経営とCSR CSR 行動原則に基づいた取組み

大阪都心部のまちづくり活動事例

中之島エリアにおける河川水を利用した地域冷暖房システム

中之島2・3丁目エリアでは、河川水利用による地域冷暖房システムを
活用した地域一帯でのエネルギーマネジメントを導入しています。この
地域冷暖房は周辺開発に合わせてそのエリアを拡大しつつあり、2021
年度に4丁目で開館が予定される大阪中之島美術館にも導入予定です。
なお、本事業では大阪市、当社、Kenesの共同申請により、国土交通省
の「サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）」に採択されました。
　今後予定される中之島周辺開発においても、当社グループは引き
続き、省CO2に積極的に取り組むとともに、環境に配慮したまちづくり
を通じて地域社会の発展に貢献していきます。

当社は、大阪都心部などのまちづくりに、ハードとソフトの

両面から貢献しています。その一つが、当社本店がある大

阪・中之島での活動です。

　中之島のさらなる発展、活性化をめざす「中之島まち

みらい協議会」の事務局として地区内の地権者企業などと

共に、「中之島まちづくり構想」の実現に向けて取り組んで
おり、河川水を利用した地域冷暖房システムの導入など、

環境に配慮したまちづくりにも貢献しています。また、ライ

トアップイベント「大阪・光の饗宴」への協力など、中之島

エリアの魅力向上のための取組みもおこなっています。

　さらに、2025年大阪・関西万博の開催が予定される
夢洲でも、地元企業として自治体をはじめとする地域の

みなさまや経済団体と連携しながら、まちづくりに貢献

していきます。

大阪都心部のまちづくり活動

地域の持続的発展をめざして、当社では自治体や関係

各所と連携し、関西地域への企業誘致活動をおこなって

います。新たな立地拠点を探しておられる全国の企業に

対して、地域情報誌『Community Information』を通じた

関西の産業用地や自治体の優遇制度のご紹介、企業訪問

による提案活動を実施し、関西地域の発展につながる

ように努めています。

企業誘致活動

当社は、再生可能エネルギーや未利用エネルギー、水素

など、地域の資源や特性を最大限活用し、家庭やオフィス、

工場などをICTでつなぐことで、地域全体のエネルギー
需給を最適化するスマートコミュニティへの取組みをさま

ざまな地域で進めています。大阪府堺市鉄砲町や大阪府

吹田市の万博記念公園など関西地域ではもちろんのこと、

神奈川県横浜市をはじめとする関西以外の地域へも、

その活動領域を広げています。

　また、新たな技術への対応として、電力需給調整の

方法として最近注目されているバーチャルパワープラント

スマートコミュニティ構想などの実現に向けて

※各所に分散しているリソース（蓄電池、電気自動車等）を、IoTを活用して遠隔で統
合制御し、あたかも一つの発電所のように機能させること

（VPP）※の構築に向け、実証事業を進めています。本技術
が実用化されることで、再生可能エネルギーのさらなる

有効活用や、地域全体のエネルギー需給最適化が一層

可能になる見込みです。

バーチャルパワープラント
（お客さま側設備）

家庭用蓄電池・
エコキュート等の運転制御

再生可能エネルギーの
さらなる有効活用

大規模電源

風力発電
太陽光発電

水力発電

火力発電

原子力発電

電気自動車の充放電

ビル・工場等に設置の
蓄電池の充放電

お客さまの
設備を遠隔で
管理し、

VPPの機能を
提供する事業者

送配電
ネットワーク

監
視
・
制
御

アグリゲーター

既存施設既存施設 河川水管河川水管

地冷プラント地冷プラント 冷温水管冷温水管
（将来計画）
開発施設
（将来計画）
開発施設

（将来計画）
冷温水管
（将来計画）
冷温水管

なにわ筋線
（2031年開業予定）

大阪中之島
美術館
大阪中之島
美術館

エリ
ア
拡大

京阪渡辺橋
駅

関電
ビルディング
関電

ビルディング

ダイビル
本館
ダイビル
本館

中之島
ダイビル
中之島
ダイビル

三井ガーデンホテル
大阪プレミア
三井ガーデンホテル
大阪プレミア

中之島
フェスティバル
タワー

中之島
フェスティバル
タワー

中之島
フェスティバル
タワー・ウエスト

中之島
フェスティバル
タワー・ウエスト

堂島
川

土佐
堀川

取水口取水口

取水口取水口

排水口排水口

排水口排水口

中之島
4丁目

中之島
3丁目

中之島
2丁目
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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。2020年には、発送電分離に伴う分社化が

控えるなど、当社グループそのものやその取り巻く環境は大きな変化のなかにありますが、我々

の地域に対する“思い”が変わることはありません。引き続き、地域のみなさまのお声にしっかり

と耳を傾け、コミュニケーションを通じた信頼関係維持に努めていきます。
　そのうえで、夢洲まちづくりなどの大規模プロジェクトやスマートコミュニティ構想の実現、

社会貢献活動への取組みを通じて、地域社会のさらなる発展と活性化に寄与することで、地域

社会の一員として、みなさまからのご期待に、より一層、お応えしていきます。

関西電力株式会社
地域エネルギー本部
副本部長

岡田 重樹

今後の
方針

地域社会への貢献活動

地域社会に根ざした事業者である当社は、その一員とし

て、お客さまや地域社会のみなさまに寄り添い、地域社会

への貢献活動に積極的に取り組んでいきます。

制度
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ないしすべてを特別
休暇として認める制度。
　なお、骨髄提供に伴う一連の活動については、その日数の
すべてを特別休暇として認めています。

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
における活動の参考情報としても活用しています。

消防署などと連携し、寺社など

の文化財のほか、教育施設

などの電気設備を点検してい
ます。漏電や電気配線の異常

について調査するなど、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。

文化財などの電気設備点検

障がいのある方々にアートの創造を通じて自己を表現す

る喜びを感じていただき、また、作品をご覧いただく方々

にその魅力や作者の可能性を

感じていただくことを目的に、

2001年から本公募展を開催し

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。

障がい者のアート公募展「かんでんコラボ・アート」

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、ボランティア情報や各事業所

での活動事例などを発信しています。

社会貢献活動に励む従業員を支援

祇園祭の山鉾の電気配線検査

展示会で入選作品を紹介

地域のみなさまとの活動のほか、「関西電力グループ環境

月間」や「お客さま感謝月間」、「地域感謝月間」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

おこなっています。

地域のみなさまと連携した美化活動

大阪市での清掃活動

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

文化や地域行事にさまざまな
かたちで協力しています。

地域の伝統文化保護・
行事への協力

春日若宮おん祭に参加

件

ボランティア休暇
取得

63［161.5日］

関西電力 社会貢献

地域社会への貢献活動の詳細は…WEB
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https://www.kepco.co.jp/sustainability/csr/contribution/



