
連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第36回　電力自由化前夜の様相
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

「中学生サミット2016 in 瑞浪・名古屋」が開催
みんなで考える放射性廃棄物の処分問題―意識改革の場に
������������ （語り手）東京工業大学�原子炉工学研究所�助教　澤田哲生　12

東北電力・新庄営業所で「東北電力スクールサイエンス」を開催
未来を担う次世代層の科学への興味を喚起!
����（語り手）東北電力㈱�山形支店�企画管理部門（広報・地域交流）　飛渡久美子　26

関西電力・大阪南支社が環境リサイクルフェアで省エネ訴求
エコイベント「大阪狭山市産業まつり」に出展
�����������������������������������　編集部　30

沖縄電力が沖縄ろう学校での出前講座を初開催
手話による同時通訳で聴覚障がいを持つ子ども達にエネルギーと環境への理解促進
�������������� （語り手）沖縄電力㈱�総務部�広報グループ　伊波琴乃　34

ウタイガス火力発電所 2号系列が
営業運転を開始
Jパワーがタイ国電力供給力に占めるⅠPP持分出力が
約1割に
������������������　編集部　40

大幅な省エネを実現する空冷ヒー
トポンプチラー「MSV」
中部電力と三菱重工業が共同開発
������������������　編集部　50

業界トップの省エネ性能 店舗・オ
フィス用エアコン省エネ形室外機
中部電力と東芝キヤリアが共同開発した「スーパーパ
ワーエコゴールドP224・P280形」
������������������　編集部　54

関西電力が今年も実施中
「みる電 あったかＥＣＯと(あったかいこと) プロジェクト」
������������������ 編集部　33

  2016年3月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力が小売全面自由化に向けた新しい
電気料金メニューとサービスを開始…… 44
北海道電力が電力メーター情報発信サービス
（Bルートサービス）の受付を開始……… 44
東京電力と三菱地所が全館空調システム導
入住宅向けの電気料金プランを策定…… 44
東京電力・川崎火力発電所２号系列第２軸が
営業運転開始…………………………… 45
中部電力とエディオンが電気使用量のリアル
タイム「見える化」サービスを提供…… 45
中部電力とシーテックが「さこれ水力発電所」
の開発に向けた基本協定を締結… …… 46
関西電力グループが不動産事業を再編… 47
関西電力とＫＤＤⅠが電気と通信を組み合せ
た新サービスの提供に関する業務提携を締
結………………………………………… 47
四国電力が交通会社と災害時における従業
員等のバス輸送に関する協定を締結…… 47
九州電力が小売り全面自由化に向けた「新た
な料金プラン」と「家庭向けブランド」を創
設………………………………………… 48
三菱電機が蓄電池性能オンライン診断技術
を開発…………………………………… 48

本誌バックナンバー案内  58
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第35回　忘れてはならない競争と協調の精神
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

中部電力・半田営業所が産業まつりで「カテエネ」のPR
「2015はんだふれあい産業まつり」にブース出展
������������� （語り手）中部電力㈱�半田営業所�お客さま課　水口朋大　12

運転開始25周年を記念!「柳井発電所まつり」が開催
中国電力・柳井発電所が地域への感謝を込めて実施
����������� （語り手）中国電力㈱�電源事業本部�柳井発電所長　岩崎　央　16

九州電力・福岡支社が展開する「男女イキイキ推進活動」
「多様な働き方の推進」、「一人ひとりと向き合う人材育成」、「女性の活躍推進」の取り組み
���（語り手）九州電力㈱�福岡支社�企画・総務部�企画管理グループ�副長　岩倉京子　20

「女性理解活動チーム」の顧客対応数が5000名を突破!
九州電力・佐賀支社が積極展開する対話活動�������������������　28
� （語り手）九州電力㈱�佐賀支社�広報グループ�副長　麻生恵美　　　

担当　松野真子　　　
担当　相良遥加　　　

音羽電機工業 第13回雷写真コン
テスト入賞作品が発表
創業70周年を記念した特別賞も
������������������　編集部　36

関西電力が太陽光発電の遠隔出力
制御実証試験を開始
太陽光発電電力量の最大限の系統への連系を目指す
������������������　編集部　42

日立アプライアンスの3製品が平
成27年度「省エネ大賞」を受賞
炊飯器、冷蔵庫、ポンプの3製品が受賞
������������������　編集部　44

中部電力とＮＴＴドコモが連携
「カテエネ×ｄポイント連携キャンペーン」を実施中
������������������ 編集部　15

関西電力が今年も実施中
「みる電 あったかＥＣＯと(あったかいこと) プロジェクト」
������������������ 編集部　41

  2016年2月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力と住友電工が南早来変電所大型蓄電システムの
実証試験を開始…………………………………………… 48
東北電力が福島県相馬地区での「電源接続案件募集プロセ
ス」を開始………………………………………………… 48
東北電力と北芝電機による新型配電用変圧器の開発および
導入………………………………………………………… 49
東北電力が能代火力発電所3号機新設工事に着工…… 49
東京電力・横浜火力発電所8号系列第3軸の取替工事が完
了…………………………………………………………… 50
東京電力とソネットが電力・インターネット通信のセット
販売に関する業務提携契約を締結……………………… 50
東京電力と東京ガスがスマートメーターを活用したガス検
針業務の自動化に関する共同実証試験を開始………… 51
東京電力が「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業」に
おける実証試験を開始…………………………………… 51
東京電力と中部電力が既存燃料事業（上流・調達）、既存
海外発電・エネルギーインフラ事業をJERAに統合…… 52
中部電力とⅠNPEXが都市ガス事業者9社との電力卸販売
を合意……………………………………………………… 52
中部電力他2社による「鋳造工場における赤外線ヒータ式
金型加熱器の導入による省エネ・省力化」が「省エネ大賞」
を受賞……………………………………………………… 53
中国電力がマレーシア石炭火力発電事業へ出資参画… 53
中国電力の中央給電指令所新自動給電システムが運用開
始…………………………………………………………… 54
中国電力がラジオ局と自然災害発生時の停電関連情報の発
信強化に関する協定を締結……………………………… 54
本誌バックナンバー案内  58
表紙説明  63／次号予告  63
編集後記  63



連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第34回　丙申の2016年はどんな年？
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

絆走2015第7回「つーるdeアトム」が開催
早期帰還と風評被害の撲滅を！繋いだメッセージ������������������12
� 東京工業大学�原子炉工学研究所�助教　澤田哲生��　
一般財団法人エネルギー総合工学研究所�プロジェクト試験研究部�参事�理学博士　楠野貞夫　

「感動体験」の共有で顧客満足度をアップ!
東北電力・新潟支店が「こころに残る感動体験ワークショップ」を開催
�����（語り手）東北電力㈱�新潟支店�お客さま本部�営業グループ�主査　宇内達哉　24

迅速・低コストに業務をシステム化!

中部電力が開発した「組立型サービス基盤」
�������（語り手）中部電力㈱�情報システム部�ITインフラグループ　大西博子　32

越冬物資 今期も黒部川上流施設へ輸送
関西電力・北陸支社　冬の到来を告げる風物詩に
������������������������������������編集部　36

九州電力がミヤマキリシマの植生
保護活動を実施
美しい「くじゅう坊ガツル湿原」を守るために!登山道の
整備も
九州電力㈱�地域共生本部�環境管理グループ
�����������������　佐藤裕章　38

Jパワー・佐久間周波数変換所が
運転開始50周年に
東西の電力系統を繋いで半世紀　世界初の電気事業用周波
数変換設備
������������������　編集部　42

中部電力とＮＴＴドコモが連携
「カテエネ×ｄポイント連携キャンペーン」を実施中
������������������ 編集部　45

関西電力が今年も実施中
「みる電 あったかＥＣＯと(あったかいこと) プロジェクト」
������������������ 編集部　47

  2016年1月号  

NEWS  LOUNGE
東京電力が柏崎刈羽原子力発電所におけ
るⅠAEAの運転安全評価レビュー報告書
を受領………………………………… 48
カテエネポイントと名古屋鉄道株式会社
のミュースターポイントの連携が開始
………………………………………… 48
中部電力がLNG船3番船を「尾州丸」に
命名…………………………………… 48
北陸電力・片貝別又発電所が部分出力に
よる営業運転を開始………………… 49
関西電力他が「万博スマートコミュニ
ティ」での街づくりを実施………… 49
関西電力が新造LNG船3番船を「JUROJ
ⅠN」に命名…………………………… 49
中国電力他2社が海外炭の共同輸送を実
施……………………………………… 50
四国電力が電力小売全面自由化に向けた
新たなサービスを展開……………… 50
九州電力と日本ガスがLNGに関する売買
契約書を締結………………………… 50
沖縄電力が移動用発電設備（ディーゼル
第6・7・8号）の運用を開始……… 51
沖縄電力の多良間可倒式風力発電設備が
営業運転を開始……………………… 51
本誌バックナンバー案内  60
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第33回　2015年の重大ニュースを振り返る
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

東北電力・山形支店が「蔵王温泉応援キャンペーン」を実施
県を代表する観光地をPR 地域の活性化に貢献
������������������������������������編集部　14

中部電力・静岡支店が「夏休み親子施設見学会」を今年も実施
現場の「人」に焦点をあて電力安定供給への熱い思いを体感
��������（語り手）中部電力㈱�静岡支店�総務部広報グループ�主任　高橋雅子　16

森林に感謝!森林保全ボランティア8年目の実施
北陸電力グループが今年も「水の恵みをありがとう！『森に恩返し活動』」を実施
������� （語り手）北陸電力㈱�地域広報部�エネルギー広報チーム　矢野理恵子　22

中国電力・智頭変電所が不審者侵入に備えた防犯訓練を実施
警察との連携でリスクに備える
（語り手）中国電力㈱�倉吉電力所�
� 鳥取電力センター所長　岡田圭司　26

四国電力・高知支店が積極推進す
る地域見守り活動
事件遭遇時の対処法等、委託検針員全員への研修会も実施
（語り手）四国電力㈱�高知支店�営業部�お客さまセンター�
� 営業サービス課長　森岡隆久　30

日立アプライアンスのⅠHクッキ
ングヒーター「火加減マイスター」

「ラク旨グリル&オーブン」で多彩な料理を手軽においしく
������������������ 編集部　46

パナソニック エコキュート21機
種が新たに登場
ニーズに合った機種が選べる!豊富なバリエーション展開
������������������ 編集部　50

中部電力とＮＴＴドコモが連携
「カテエネ×ｄポイント連携キャンペーン」をスタート！
������������������ 編集部　21

関西電力が今年も実施
「みる電 あったかＥＣＯと(あったかいこと) プロジェクト」
������������������ 編集部　35

  2015年12月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力の京極発電所2号機が営業運転
を開始…………………………………… 38
東北電力が小売全面自由化に向けた新たな
ブランド展開を発表…………………… 38
東北電力・新仙台火力発電所3号系列3-1
号（半量）が営業運転開始…………… 39

「東北電力NOW CSRレポート2015」が
発行に…………………………………… 39
東北電力系統への風力発電の接続可能量

（30日等出力制御枠）が決定 ……… 40
東北電力と中部電力が上越火力発電所1号
機向け天然ガス供給に関する基本協定書を
締結……………………………………… 40
東京電力がUSENとの業務提携に関する基
本合意書を締結………………………… 41
東京電力と山梨県が「やまなしパワー」の
運営に関する基本協定を締結………… 41
東京電力がカタールのガス火力発電・造水
プロジェクトに参画するK1 Energyへの
出資比率を拡大………………………… 42
中部電力がカンパニー制の導入を発表
…………………………………………… 42
中部電力が「メガソーラーかわごえ」の工
事に着手………………………………… 43
中部電力が高根第一ダム「ダムカード」を
制作・配布……………………………… 43
中部電力がインドネシア高効率石炭火力発
電事業に参画…………………………… 43
関西電力の出し平発電所が営業運転を開始
…………………………………………… 44
Jパワーが参画するタイ国・ウタイガス火
力発電所 2号系列が営業運転開始 … 44

本誌2015年既刊総目次  56
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第32回　改革の鍵を握る電力取引監視委員会
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

北海道電力・旭川支店が勤労・職場体験学習を実施
地元中学生を対象に電気事業への理解を推進
��������� （語り手）北海道電力㈱�旭川支店�企画総務グループ　休坂もなみ　12

東北電力・青森支店が開催した「夏休み子ども職場参観日」
モチベーションアップとコミュニケーションで活力ある職場風土を醸成!
�������� （語り手）東北電力㈱�青森支店�広報・地域交流グループ　小澤千花　18

中部電力・環境部が三滝川での生物調査を実施
NPO法人と協働した環境保護イベント
����������（語り手）中部電力㈱�環境部�環境経営グループ�副長　佐藤範和　24

中部電力・三重支店が主催した親子電気実験教室
親子で“エネルギー”“電気”を考えるきっかけづくりに
�（語り手）中部電力㈱�三重支店�総務部　　　　　　　�
� 地域・広報グループ　南　創　28

日本原燃が「親子のための放射線
講座」を開催
出前講座としては初の開催 積極的な放射線理解活動
（語り手）日本原燃㈱�青森総合本部�報道部報道グループ
����������������� 福士泰史　32

昭電が「雷リスク診断サービス」をスタート
カンタン「Web診断」と現地スタッフによる「現地診断」
������������������ 編集部　38

HEMSの導入効果を高める
「スマートHEMSサービスアプリ」

パナソニック㈱エコソリューションズ社がスマホ向け
アプリを無料提供���������� 編集部　50

日本イトミック15kW業務用エコ
キュート小型機を発売
小〜中規模店舗・施設へ最適 様々な給湯システムの構
築が可能に������������� 編集部　54

コロナのヒートポンプ式温水暖房
システムがモデルチェンジ
融雪システム（ロードヒーティング）への対応が可能に
������������������ 編集部　56

  2015年11月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力、北陸電力、四国電力がスマートメー
ターを共同調達………………………………42
北海道電力が関西電力、マレーシアLNG社と
LNG調達に関する基本合意書を締結… ……42
東北電力がENGⅠE…S.A.と米国キャメロン
LNGに係る長期売買契約を締結… …………42
東北電力と東京ガスが㈱シナジアパワーを
設立……………………………………… 43
東北電力の岩木川第一発電所が廃止に………43
東京電力と㈱TOKAⅠが電力・ガス他のセット
販売に関する業務提携契約を締結…………43
東京電力とソフトバンクが電力と通信・インター
ネットサービスの共同商品販売に関する業務提
携に向けた基本合意書を締結… ……………44
東京電力が日本瓦斯と電力・ガスのセット販売
に関する業務提携契約を締結… ……………44
中部電力と㈱豊電子工業が超高速昇温コンパ
クト炉を共同開発… …………………………44
北陸電力の奥山発電所が出力を変更………45
関西電力の有田太陽光発電所が営業運転を
開始……………………………………… 45
関西電力が「はぴe暮らしサポート」を開始
………………………………………………46
中国企業とエネルギア不動産が合併…………47
中国電力が隠岐諸島におけるハイブリッド蓄電
池システム実証事業を開始… ………………47
中国電力他3社がウズベキスタン「コンバイン
ドサイクル発電運用保守トレーニングセンター
整備プロジェクト」コンサルタント業務を共同
受託……………………………………………47
「九州電力データブック2015」が発行………48
沖縄電力がアセアン諸国から研修生を受け入れ
営業を開始……………………………………48
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第31回　広域連系強化はどう進むか
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

東京電力・除染推進室が開発した放射線理解促進ツール
「定量性を持って再現」体感型の教育教材に
��（語り手）東京電力㈱�福島復興本社�除染推進室�除染技術第一グループ　山田耕治　12

「山形花笠まつり」に東北電力グループが参加
企業グループ総勢約230名が参加 夏の夜を彩る
������������������������������������編集部　24

出前授業と連係した発電所見学会の実施
中国電力・広島営業所が力を入れる次世代層への教育支援活動
����（語り手）中国電力㈱�広島営業所�企画総括課�企画担当�課長代理　佐々木清美　26

中国電力・尾道電力所が毎年開催するエネ環境支援の取り組み
椋梨川水力発電所の見学会&エネルギア総合研究所での電気教室
�����������（語り手）中国電力㈱�尾道電力所�企画課�総務担当　大石　幹　32

未来を拓くために!
電力会社の皆さまのための新たな手法

“フレーム&ワークモジュール®”
���������� ㈱ベーシック　田原祐子　40

日立アプライアンス 住宅用太陽光
向けパワーコンディショナを発売
屋外設置用で高い電力変換効率を実現
������������������ 編集部　56

東芝60年目の集大成となるⅠH
ジャー炊飯器

「備長炭かまど本羽釜」の小容量タイプを発売
������������������ 編集部　58

中部電力　テクノフェア2015が開催
������������������ 編集部　37

  2015年10月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力が作業服デザインを一部リ
ニューアル…………………………… 50
東北電力がスマートメーターを活用した
電力メーター情報発信サービスを提供開
始……………………………………… 50
東京電力が東伊豆風力発電所の営業運転
を開始………………………………… 51
中部電力他2社が電気&ガスのハイブリッ
ド式過熱水蒸気発生器を共同開発…… 51
中部電力が「南部アフリカパワープール
情報収集・確認調査」業務を受託… 51
関西電力他が滋賀県流域下水道管路の下
水熱利用に関する共同研究を実施… 52
「北陸電力グループCSRレポート2015」
が発行………………………………… 52
中国電力他による豪州ボガブライ石炭鉱
山の拡張工事が完了………………… 53
中国電力の連結子会社が事業統合に関す
る基本合意書を締結………………… 53
「J─POWERグループサステナビリティ
レポート2015」が発行… ………… 54
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第30回　「原発安全新時代」のスタート
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

「社員の顔が見える活動」で地域とのコミュニケーション
東北電力・山形営業所が実施した顧客訪問活動
��������������� （語り手）東北電力㈱�山形営業所�総務課　鈴木翔太　12

歴史ある熱田神宮緑陰教室で行う出張講座
中部電力・熱田営業所が「電気とエネルギーの話」をテーマに実施
�（語り手）中部電力㈱�旭名東営業所�お客さま課　野村正之（前：熱田営業所�営業課）　16

中国電力・鳥取支社が地元小学校で出前授業を開催
次世代を担う子ども達にエネルギー、自然環境教育を支援
��������������� （語り手）中国電力㈱�鳥取支社�広報担当　林　一恵　20

Jパワー・竹原火力発電所
開放デー「ふれ愛UPたけはら」を開催

「信頼され、親しまれ、地域と共に生きる発電所」を目指し地域とのコミュニケーション
（語り手）電源開発㈱�竹原火力発電所�企画・管理グルー
プリーダー�兼�竹原火力新1号機建設所�総務グループ
リーダー　内田　亨������������� 26

東京電力がホールディングカンパ
ニー制移行後の新ブランドを発表
新ブランドスローガンは「挑戦するエナジー。」に
������������������ 編集部　32

第50回電気関係事業安全セミ
ナーが開催����������� 編集部　36

パナソニックの太陽電池モジュー
ル「HⅠT®」が受注開始
保証期間トップクラスの住宅用太陽電池モジュール25
年保証��������������� 編集部　48

独自の「圧力スチーム炊き」を搭載
したⅠHジャー炊飯器
日立アプライアンスが新開発����� 編集部　52

コロナが地中熱と空気熱ハイブリッ
ド冷温水システムを発売
暖房運転に加え冷房運転が可能に��� 編集部　56

  2015年9月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力が石狩湾新港発電所1号機の建
設に着工………………………………… 42
東北電力と東京ガスが電力小売事業会社設
立に合意………………………………… 42
東北電力、東京電力、日本原燃、リサイクル
燃料貯蔵が下北半島東部の地質構造調査を
終了……………………………………… 42
東京電力他4社が福島復興に向けた石炭火
力発電所プロジェクトの推進に関する基本合
意書を締結……………………………… 43
東京電力・横浜火力発電所7号系列第2軸
のガスタービン等取替工事が完了…… 43
「中部電力グループ…アニュアルレポート…
2015」が発行… ……………………… 44
北陸電力の上打波発電所が出力を変更
………………………………………… 44
「関西電力グループレポート2015」が発行
………………………………………… 45
関西電力が商船三井と共同保有する新造
LNG船に命名…………………………… 45
中国電力の「エネルギアグループのCSRの
取り組み」が公開… …………………… 46
中国電力、トクヤマ、出光興産が海外炭の共
同輸送の実施に向けて合意… ………… 46
「沖縄電力CSRレポート2015」が発行
………………………………………… 46
Jパワーグループが由利本荘海岸風力発電所
の建設工事を開始……………………… 47
三菱電機アジア（タイ）が販売会社として営
業を開始………………………………… 47
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第29回　社会とともに変化していく努力
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

開設20周年を迎える「おもしろ実験室」の活動
北海道電力が多様なテーマで取り組む実験教室 「科学する心」の醸成を目指す
���������� （語り手）北海道電力㈱�人事労務部�科学塾グループ　尾崎隆一　12

東北電力・気仙沼営業所が「第13回安波山植樹」を開催
100年先を見据えた環境整備プロジェクト
����������（語り手）東北電力㈱�気仙沼営業所�総務課�担当副長　櫻井智昭　18

消防局との合同で人命救助訓練を実施
関西電力・九条ネットワーク技術センターが2日間にわたり実施
�（語り手）関西電力㈱�大阪北電力部�九条ネットワーク技術センター�所長　竹内晶生　24

職業体験イベント「子どもくるくる村in九電」が開催!
九州電力グループが社会貢献活動として電気ビル共創館で初の企画
������������������（語り手）九州電力㈱�地域共生本部　照山太一　30

NTT西日本が「カテエネアプリ」
の提供を開始
中部電力のWEB会員サービスを「光BOX+」でテレ
ビでの利用を可能に��������� 編集部　40

三菱電機のビル用マルチエアコン
に新たなラインナップ
低外気温時の暖房能力が向上した「ズバ暖マルチY」

「ズバ暖マルチ7（セブン）」
������������������ 編集部　52

コロナの寒冷地向けエコキュート
11機種が新登場
保温性、省コスト性、操作性がアップ
������������������ 編集部　56

日本イトミックが小・中規模店舗向
け業務用エコキュートを発売
急速沸き上げで快適な給湯を実現
������������������ 編集部　58

  2015年8月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力・新仙台火力発電所にＬＮＧ船が入
港、同３号系列の総合試運転が開始…… 44
東北電力企業グループが「東北送配電サー
ビス株式会社」を発足………………… 44
東北電力・八戸火力発電所５号機が燃料
転換による運転を開始………………… 44
東北電力他３者がＮＥＤＯの「電力系統出
力変動対応技術研究開発事業／再生可能
エネルギー連系拡大対策高度化」公募案
件を採択………………………………… 45
東京電力がスマートメーターを活用した
新たなサービスを導入………………… 45
東京電力が「次世代洋上直流送電システ
ム開発事業」へ参画…………………… 46
中部電力とＩＮＰＥＸが都市ガス事業者
向けの電力卸販売に関する基本合意書を
締結…………………………………… 47
中部電力の阿多岐水力発電所が営業運転
を開始…………………………………… 47
北陸電力が送配電工事企業による「Ｅリー
グ北陸」を立ち上げ…………………… 47
関西電力とＧＤＦ…Ｓｕｅｚ社が効率的な
ＬＮＧの調達や売買のための協調契約を
締結……………………………………… 48
関西電力が「みる電…出かけてＣＯＯＬ…プ
ロジェクト」を今夏も実施…………… 48
沖縄電力、沖縄ガス、プログレッシブエナ
ジーが天然ガス売買契約書を締結…… 49
グリーンコール西海が「長崎県西海市一
般廃棄物炭化燃料製造事業」の運営を開
始……………………………………… 49
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第28回　全面自由化の前哨戦
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

定着したJ─POWERの社会貢献活動
座談会　エコ×エネ体験ツアー火力編を語る� 　12

【出席者】
　電源開発㈱　秘書広報部　広報室　業務推進役� 藤木　勇光　　
　電源開発㈱　秘書広報部　広報室課長� 小西　金平　　
　電源開発㈱　磯子火力発電所　ISOGOエネルギープラザ館長� 浅野　　勲　　
　電源開発㈱　磯子火力発電所発電グループ� 勢籏　大志　　
　サイエンス・カクテル� 小寺　昭彦　　
　サイエンス・カクテル� 岩城　邦典　　
� （聞き手）本誌編集長　堀越雅明　　

中部電力が陸上自衛隊と実施した非常災害対策実動訓練
「災害時における連携協定」に基づき円滑な相互連携なども確認
�����������（語り手）中部電力㈱�長野支店�営業部�配電運営課　高井陽介　26

中部電力・名古屋支店が台風を想定した復旧訓練を実施
複合設備被害に備え万全を期す���������������������　編集部　34

東京電力・荻窪支社が
「荻窪すずらんハーモニーまつり」に参加

新たな地域行事への取り組み 賑わいを見せた2日間
������������������ 編集部　40

J─POWER・くったり発電所が
営業運転を開始
未利用の水力資源を有効活用、再生可能エネルギー導
入拡大に貢献
������������������ 編集部　42

コロナ「プレミアムエコキュート」が
モデルチェンジ
年間給湯保温効率業界トップクラスを達成
������������������ 編集部　52

三菱電機の新しいⅠHジャー炊飯器
かまどごはんを再現した「本炭釜  KAMADO」
������������������ 編集部　56

開催が決定
第50回  電気関係事業安全セミナー�� 38

  2015年7月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力、北陸電力、四国電力がスマー
トメーターを共同調達………………… 46
北海道電力の京極発電所建設プロジェク
トが土木学会賞技術賞を受賞………… 46
東北電力が南山形幹線の本格工事を開始
………………………………………… 46
東北電力が「南相馬変電所蓄電池システ
ム」の設置工事に着工………………… 47
東北電力グループが再生可能エネルギー
発電事業の体制を強化………………… 47
東京電力が「スマートウェルネス設備」
推奨の取り組みを開始………………… 48
中部電力が海外省エネサポートサービス
を開始…………………………………… 48
中部電力・浜岡原子力発電所の防波壁の
設計・建設が土木学会賞を受賞……… 49
九州電力が次世代双方向通信出力制御緊
急実証事業を実施……………………… 49
Ｊパワーが参画するタイ国・ウタイガス
火力発電所１号系列が営業運転を開始
………………………………………… 50
Ｊパワー等が設立した湯沢地熱㈱が山葵
沢地熱発電所の建設工事に着工……… 50
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第27回　電力テロ対策は万全か
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

ドイツのエネルギー政策にみる新しいトレンド� 　12
� （語り手）電力中央研究所�社会経済研究所　　　　　　　　　�上席研究員　丸山真弘　　
� 同　�事業制度・経済分析領域　領域リーダー�上席研究員　服部　徹　　
� （聞き手）本誌編集長　堀越雅明　　

中部電力・刈谷電力所が「町探検」受け入れで実施する学習会
未来を担う子ども達に電気・エネルギーへの興味を醸成
������������ （語り手）中部電力㈱�刈谷電力所�スタッフ副長　高橋克也　20

中部電力のWEB会員サービス「カテエネ」がリニューアル
内容を充実した「エネルギー・暮らし・地域に関するポータルサイト」
���������������������������������������　26

エネルギーへの理解を次世代に伝える環境出前教室
関西電力・滋賀支店による県内高校での継続した取り組み
�����（語り手）関西電力㈱�滋賀支店�支店長室�総務・広報グループ　岩﨑あけみ　30

九州電力・北九州支社が毎年参加
する埋め立て地への植樹会
どんぐりから育てた苗木も使って森づくり
������������������ 編集部　36

中部電力と東芝キヤリアが開発し
た「省エネシーマスⅡ」
新しいコンセプトのデマンド抑制制御を実現する空調管
理コントローラー
������������������ 編集部　50

省エネと省スペース、省施工を実現
する空冷式ヒートポンプチラー
三菱電機の「COMPACT CUBE DT-R」
������������������ 編集部　54

J-POWERグループの体験型エネルギー環境学習プログラム
2015エコ×エネ体験ツアー（水力編）の
募集が開始!��������������� 　38

開催が決定
第50回  電気関係事業安全セミナー�� 58

  2015年6月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力が石狩火力幹線新設工事計画
を届出………………………………… 40
東北電力が新たな選択約款「季節別高負
荷率電灯」を開始…………………… 40
東北電力が公募案件における「南相馬変
電所蓄電池システム」を採択……… 40
東京電力と三菱商事がカタールにおける
ガス火力発電・造水プロジェクトへ参画
………………………………………… 41
東京電力がタイ発電公社とのLNGバ
リューチェーン事業に関する協働に向け
た覚書を締結………………………… 42
東京電力がカルチュア・コンビニエンス・
クラブとのポイントサービスの業務提携
………………………………………… 42
東京電力が「ウム・アル・ナール発電・
海水淡水化プロジェクト」における出資
比率を拡大…………………………… 43
東京電力が移動体通信事業者とのアライ
アンスに関する検討を開始………… 43
中部電力の知多LNGターミナルにおける
LNG船累計受入が3500隻を達成… 43
中部電力が「メガソーラーたけとよ」発
電設備を川越火力発電所構内へ移設… 44
北陸電力がトップマネジメント改革を実
施……………………………………… 44
北陸電力がマレーシアLNG社とのLNG
調達に関する基本合意書を締結…… 45
北陸電力が七尾大田火力発電所石炭灰処
分場の設置に係る環境影響評価手続きを
開始…………………………………… 45
関西電力が電力小売全面自由化に備えた
組織改正を実施……………………… 45
関西電力が「LINE」アプリを活用した「は
ぴeみる電」との連携サービスを展開…46
九州電力が熊本県南阿蘇村における地熱
資源調査を実施……………………… 46
九州電力他2社による㈱千葉袖ケ浦エナ
ジーが設立…………………………… 47
沖縄電力がガス供給事業を開始…… 47
沖縄電力の石垣第二発電所6号機が営業
運転を開始………………………………47
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第26回　原発廃炉の問題を抉る
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

北海道電力・泊発電所が社員家族への施設視察会を開催
身近な家族への広報から安全性向上への取り組みなど認識を共有
������������ （語り手）北海道電力㈱�泊原子力事務所�広報課　家坂　朱　12

北陸電力エネルギー科学館「ワンダー・ラボ」の創意工夫の工作教室
電気にとことんこだわった「でんきゼミナール」を電気記念日にちなんで開催
������������� （語り手）北陸電力㈱�地域広報部�エネルギー広報チーム　18

九州電力・大分支社が開催した「こどもの☆フェスタ」
3Dプリンターなどを活用して“モノづくり”のテーマで子ども向けイベント
�������（語り手）九州電力㈱�大分支社�企画・総務部�広報グループ　中島健輔　24

東北電力が南相馬市鎮魂復興市民植樹祭に参加
被災地に「みどり」と「笑顔」を届ける「海岸防災林復活活動」の一環で
������������������������������������編集部　34

東北電力・米沢営業所が「上杉雪灯篭まつり」に協力
東北電力グループ会社とともに雪灯籠を制作
������������������������������������編集部　36

技術者魂を受け継ぐ!「ふいご祭り」を開催
関西電力・北陸支社が技術・文化継承の機会として毎年実施
������������������ 編集部　38

東芝エコキュート ESTⅠA「フル
オートタイプ」に新ラインアップ
独自の「銀イオンの湯」と「光タッチリモコン」を一新
して登場
������������������ 編集部　50

コロナが家庭用エコキュート
「ハイグレードタイプ」5機種を発売

高い省エネ性を兼ね備えた2015年モデル5機種が登場
������������������ 編集部　54

国際アビリンピックに中電ウイングから2名の出場が決定!
平成28年ボルドー大会で日本代表として世界の金メダルを目指す

���������������������� 17

でんきとくらしがみるみる分かる、ポイントたまる。
リニューアルした中部電力のWEB会員サービス「カテエネ」
���������������������� 40

開催が決定
第50回  電気関係事業安全セミナー�� 58

  2015年5月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力・富村発電所が水車ランナ取
替えで最大出力増加………………… 42
東北電力が原町火力発電所における木質バ
イオマス燃料導入の試運用を開始…… 42
東北電力が「女川原子力発電所に係る登
米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南
三陸町の住民の安全確保に関する協定書」
を締結………………………………… 42
東北電力が石巻蛇田太陽光発電所の新設
工事に着工…………………………… 43
東京電力と中部電力が「株式会社JERA」
を設立………………………………… 43
中部電力が米国・オハイオ州天然ガス火
力発電事業に参画…………………… 44
北陸電力が七尾大田火力発電所石炭灰処
分場の設置に係る環境影響評価手続きを
開始…………………………………… 44
関西電力がタイ発電公社との情報交換協
定を締結……………………………… 45
「鳥取県を中心とした産業発展の歴史」が
刊行…………………………………… 45
中国電力と四国電力が海外炭の共同輸送
を実施………………………………… 45
九州電力・竜宮滝発電所が営業運転を開
始……………………………………… 46
沖縄電力が吉の浦マルチガスタービン発
電所の営業運転を開始……………… 46
Jパワーがくったり発電所の営業運転を
開始…………………………………… 46
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連載・時事解説　電気事業問題を読み砕く��������� 　2
第25回　改革第一弾の広域機関が発足
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/（聞き手）本誌編集長　堀越雅明

東電パートナーズが力を入れる浜通りでの介護支援活動
今年度からは広野町と南相馬市で新たな取り組みもスタート������������　12
��������������� （語り手）東電パートナーズ㈱�代表取締役社長　笹尾佳子

福島復興部長�兼�福島事務所長　小山恵司

北海道電力・釧路支店が力を入れる次世代層へのエネルギー教育
独自の創意工夫を凝らした出前授業で高い評価
��������� （語り手）北海道電力㈱�釧路支店�企画総務グループ　高橋亜希子　24

環境の大切さを伝えるフィリピンとの交流活動
中部電力がグループECOポイント活動の一環で環境教育教材を制作
����������（語り手）中部電力㈱�環境部�環境経営グループ�課長　紙本　久　30

関西電力・東大阪営業所が「菜の花忌」運動の飾り付けに参加
地域住民とともにボランティアで街を彩る
������������������������������������編集部　38

中国電力・東広島営業所が実施する職場体験学習
自立意識を持った進路決定力の醸成を支援
������������ （語り手）中国電力㈱�東広島営業所�企画総括課　下山康之　40

磯子火力発電所を体験!エネルギー
をつくる現場へ潜入
J─POWERグループ「エコ×エネ体験ツアー火力編
@磯子大学生ツアー」を実施
������������������ 編集部　46

業界トップの省エネ性、進化を遂
げた空冷ヒートポンプ式熱源機
東芝キヤリアの「ユニバーサルスマートX3シリーズ」
������������������ 編集部　56

住宅用太陽光発電システム向け屋外設置用
パワーコンディショナ
日立アプライアンスがラインアップを拡充　屋内・屋
外設置いずれにも対応
������������������ 編集部　58

開催が決定
第50回  電気関係事業安全セミナー�� 37

  2015年4月号  

NEWS  LOUNGE
八戸火力発電所5号機が燃料転換に関わ
る試運転での発電を開始������50
東電と原電が「東京電力福島第一原子力
発電所廃炉事業の協力に関する基本協定」
を締結��������������50
東京電力が「新潟本社」を設立���51
東京電力がホールディングカンパニー制
移行に向けた社内カンパニーを設置�51
中部電力が丹生川水力発電所の工事に着
手����������������52
中部電力が「ダイバーシティ経営企業
100選」を受賞� ���������52
中部電力の家庭向けWEB会員サービス
「Club�KatEne」がリニューアル���53
中国電力と広島ガスが海田地区バイオマ
ス混焼発電所の事業可能性検討における
環境影響評価手続きに着手�����53
中国電力と中国経済連合会が「中国山地
歴史文化回廊」を発行�������54
四国電力が家庭の顧客向け新サービスを
開始���������������54
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東北電力・仙台営業所が連携するエネ教育モデル校での実践授業
集大成となる「光のオブジェ」の点灯式も実施
��������������� （語り手）東北電力㈱ 仙台営業所 総務課　松田厚生　10

東北電力が開発した空輸対応型低圧応急用電源車「灯
ともす

」
長岡営業所と仙台南営業所に先行導入�������������������編集部　16

中部電力・半田営業所が実施した創意工夫の出前授業
「企業ゲストティーチャー制度」で市内中学校で初の実施
������������ （語り手）中部電力㈱ 半田営業所 総務グループ　山田　隆　18

北陸電力・高岡支社が北陸新幹線をモチーフにした雪像を出展
「第11回南砺利賀そば祭り」に24回目となる出展 ������������編集部　24

消防本部との連携で合同救助訓練を開催
関西電力・高槻NW技術センターがグループ会社も含めて実施
��������（語り手）関西電力㈱ 高槻ネットワーク技術センター所長　矢澤久生　26

関西電力・難波営業所、南港発電所
「スミノエコロジー2014」に環境ブースを合同出展

������������������������������������編集部　32

沖縄電力次世代層へのエネルギー・環境学習
出前講座「身近にある電気について学ぼう
� ～電気はどこからやってくるの～」を展開
 （語り手）沖縄電力㈱ 総務部 広報室　新城直樹　34

昭電が「落雷情報配信サービス」を本格スタート！
「落雷予報」と「落雷証明」により雷被害の予防と対策が可能に
������������������ 編集部　40

開催が決定
第50回  電気関係事業安全セミナー � 50

コロナ ヒートポンプ給湯機「ネオキュート」を発売
世界で初めて新冷媒HFC32（R32）を採用
������������������ 編集部　52

耐震強度の向上を図った「ほっとパワーエコBⅠGⅢ」
東芝キヤリアの新しい業務用ヒートポンプ給湯機
������������������ 編集部　55

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第24回　今国会は歴史的な大舞台になるのか

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

  2015年3月号  

NEWS��LOUNGE
東北電力・西仙台変電所の大型蓄電池シ
ステムが営業運転を開始…………… 44
東京電力と中部電力が包括的アライアン
ス実施に係る新会社の設立等に関する合
弁契約を締結………………………… 44
東京電力が山形県との情報連絡等に関す
る覚書を締結………………………… 45
東京電力がスマートメーターを活用した
サービスを一部先行導入…………… 45
中部電力が合同会社日本充電サービスへ
の出資に参画………………………… 46
中部電力が武豊火力発電所5号機の開発
計画を公表…………………………… 46
中部電力と静岡県内三大学が産学学研究
連携を開始…………………………… 47
北陸電気工事の株式に対する公開買付け
を開始………………………………… 47
関西電力の火力電源入札の落札者が決定
………………………………………… 48
中国電力が電気料金への延滞利息制度を
導入…………………………………… 48
四国電力が家庭向けの新しい電気料金メ
ニューを開始………………………… 48
Jパワーの北海道・本州間電力連系設備で
最新の故障点標定装置が運用開始…… 49
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東北電力・秋田支店が実施した陸上自衛隊への施設見学
有事における円滑な復旧対応に向けて相互理解を深める
������� （語り手）東北電力㈱ 秋田支店 副支店長・企画管理担当　小山内清和　12

貴重な水源に6000匹のヤマメ稚魚を放流
東北電力・宮古営業所が実施する地域とともに歩む環境保全活動
������������������� （語り手）東北電力㈱ 宮古営業所 総務課長　18

東京電力の鹿島線建替工事 いよいよ佳境に
3月の運用開始を目指す送電停止期間わずか半年の厳しい工事 ��������編集部　22

関西電力・大阪北支店が社会貢献活動研修を実施
体験を通じて障がい者への理解を深める������������������編集部　28

九州電力・佐賀支社が佐賀城「鯱の門」清掃を実施
地域との良好な関係構築へ 力を入れるボランティア活動
�������（語り手）九州電力㈱ 佐賀支社 企画・総務部 総務グループ　古賀太浩　30

ノンセンガス火力発電所 2号系列が営業運転を開始
Jパワー タイで同社最大となる160万kWのⅠPP発
電所が完成������������� 編集部　36

第12回雷写真コンテスト入賞作品を発表!
音羽電機工業が開催。雷の脅威と美しさを捉えたワンショット。
������������������ 編集部　40

日立アプライアンス 
業務用エコキュート4シリーズを発売
年間加熱効率を向上、「ウレタンク」の採用で保温性能
と耐震強度もアップ
������������������ 編集部　50

三菱電機のビル用マルチエアコンに
新シリーズが登場
高い省エネ性の「グランマルチ」シリーズ31機種
������������������ 編集部　54

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第23回　エーオン解体宣言と日本のエネ政策

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

  2015年2月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力の原町太陽光発電所が営業運転
を開始………………………………… 44
東京電力他3社がエネルギー業界向けク
ラウドサービスの事業化に向けた業務提
携に関する基本合意書を締結……… 44
中部電力と静岡県内三大学との産学学研
究連携が開始………………………… 45
中部電力はじめ4社が高圧一括受電マン
ションにおけるデマンドレスポンスの実
証試験を開始………………………… 45
中部電力の「メガソーラーしみず」が営
業運転を開始………………………… 46
北陸電力が志賀原子力発電所の安全性向
上施策の工事内容を充実…………… 47
中国電力と広島工業大学が「海洋エネル
ギー技術研究開発/次世代海洋エネルギー
発電技術研究開発」に係る共同提案を採
択……………………………………… 47
中国電力と中国地方総合研究センターが
「観光イノベーションへの挑戦─中国地域
白書2014─」を刊行… …………… 48
中国電力と出光興産が豪州ボガブライ石
炭鉱山の権益取得…………………… 48
中国電力の宇部太陽光発電所が営業運転
を開始………………………………… 49
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東京電力が取り組む福島復興推進活動
自治体・住民の方々のニーズを捉えた活動 社員全員で臨む …………………………… 　12
� （語り手）東京電力㈱�復興推進室�派遣調整グループ　兼子�伸彦
� 楢葉町グループ　　御園�知明
� 南相馬市グループ　高山�博志

「絆走２０１４」マラソンで繋いだ“絆”
第６回「つーるdeアトム」が伝えた早期帰還とまちづくりのメッセージ
東京工業大学原子炉工学研究所　澤田哲生助教に聞く
���������������������������������������　24

「森づくり体験」で環境保全の人材育成を支援
中部電力が内ヶ谷山林を舞台とした「森への招待状」の一環で実施
����������（語り手）中部電力㈱�環境部�環境経営グループ�課長　紙本　久　36

世界最高水準の安全性達成へ─
浜岡原子力発電所で進む津波対策強化工事
……………………………………………………………………………………………　編集部　44

日立アプライアンスのスクロール
チラーユニット（モジュールタイプ）
設置スペースに合わせて選べる３タイプが新登場
………………………………………………　編集部　56

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第22回　エネ関係者に試される眼力と胆力
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明��������� 2

  2015年1月号  

NEWS  LOUNGE
泊発電所の防潮堤が完成…………… 52

北海道電力が陸上自衛隊と災害時の相互
協力に向けた協定を締結…………… 52

東北電力が「風力発電のための送電網整
備実証事業」に参画………………… 52

中部電力が新奥泉水力発電所の開発を計
画……………………………………… 53

中国電力が海外炭の共同輸送を実施
………………………………………… 54

中国電力が共同開発した環境配慮型コン
クリートが「平成26年度地球温暖化防
止活動環境大臣表彰」を受賞……… 54

四国電力他２社がマンション向け一括受
電サービスで業務提携……………… 55

Ｊパワーが参画するタイ国・ノンセンガ
ス火力発電所２号系列が営業運転を開始
………………………………………… 55
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阿蘇の風を体感!「アサヒ・Jパワー風の子塾」
Jパワーとアサヒビールが「阿蘇にしはらウィンドファーム」で開催する自然エネ学習
������（語り手）電源開発㈱ 秘書広報部 広報室（社会貢献担当） 課長　小西金平　12

くじゅう坊ガツル湿原一帯における環境保全活動
九州電力が地元と共に守る貴重な自然環境
������������� 九州電力㈱ 地域共生本部 環境管理グループ長　榊原紀孝　20

座談会
発電設備をすべて地中化!「分水第一発電所改良プロジェクト」
四国電力、約30年ぶりとなる地下発電所の建設へ ����������������　26

【座談会出席者】
　四国電力㈱ 高知支店 電力部 分水第一発電所改良プロジェクトチーム
 プロジェクトリーダー　今西貢二
 土木課 副長　加地　貴
 電気課長　岡本展明
 電気課 副長　川上尚明

「つながりサポート」活動でタテ・ヨコ・ナナメの連携を強化！
関西電力・北陸支社が推進する一体感のある職場・組織づくり
������（語り手）関西電力㈱ 北陸支社 人材活性化グループ リーダー　川辺真也　34

女性社員による対話推進チーム
「RUN」の活動
九州電力・八幡営業所が力を入れるお客さま対話活動

（語り手）九州電力㈱ 北九州お客さまセンター
八幡営業所 原子力PA推進レディースチーム

「チームRUN」 ������ 溝口清美　38

Jパワー　国内20年ぶりの大規模
地熱発電所　来春にも建設着手へ
湯沢地熱㈱山葵沢地熱発電所の建設へ向け環境影響評
価手続きが完了������������　編集部　42

日立アプライアンスが家庭用エコ
キュート新製品を発売
省エネ性の高い「ウレタンク」採用機種のラインアップを
拡充�����������������　編集部　52

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第21回　歴史に刻まれる激動の2014年

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

  2014年12月号  

NEWS��LOUNGE
東北電力が「空輸対応型低圧応急用電源
車」を導入…………………………………46
中部電力がGDFスエズグループとのLNG
購入に関する基本合意書を締結…………46
中部電力と日本工営が「ミャンマー国地
方主要都市配電網改善事業準備調査」を
受託…………………………………………46
中部電力が浜岡原子力発電所敷地周辺海
域における地質調査の実施………………47
中部電力と大阪ガスが米国フリーポート
LNGプロジェクトの最終投資決定および
融資契約を締結……………………………47
北陸電力の北又ダム発電所が営業運転を
開始…………………………………………48
関西電力他による「みる電…あったかECO
と…プロジェクト」を実施………………48
関西電力の若狭高浜太陽光発電所が営業
運転を開始…………………………………49
関西電力が堺市鉄砲町地区における下水再
生水利用による地域資源活用の推進……49
関西電力がインドネシア共和国ラジャマ
ンダラ水力発電所に本格着工……………49
Jパワーが大間原子力発電所の安全強化対
策をとりまとめ……………………………50

本誌2014年既刊総目次  58
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東北電力・むつ営業所が第30回みこしまつりで大賞を受賞
下北半島最大の祭り「田名部まつり」への参加
���������������� （語り手）東北電力㈱ むつ営業所 所長　相沢利之　10

東京電力・多摩支店 福島物産展の開催による復興支援
規模を拡大して盛大に実施
������������� （語り手）東京電力㈱ 多摩支店 総務グループ　中崎幸一　14

中部電力が毎年夏休みに開催する「環境エネルギー塾」
名古屋市が中心となる「なごや環境大学」の講座の一つとして展開
����������（語り手）中部電力㈱ 環境部 環境経営グループ 課長　内藤修久　18

中部電力・東部変電所が実施する施設見学会と電気教室
地元小学生を対象に電気の理解を広める活動
���������������� （語り手）中部電力㈱ 東部変電所 所長　鳶口悦雄　24

中国電力・岡山支社が県と共同で開催した子ども電気教室
「わくわくEスクール　楽しく電気の勉強をしよう!」のタイトルで開催
�����������（語り手）中国電力㈱ 岡山支社 広報担当 専任係長　西村　修　30

四国電力・高知支店 地域の安全・安心に貢献!
「四電こうち地域見守り隊/SPT90」が発足
（語り手）四国電力㈱ 高知支店 営業部 お客さまセンター 

 営業サービス課長　森岡隆久　34

九州電力が社有林での自然観察会を開催
電気事業者としての社会的責任　積極的な環境活動の展開

（語り手）九州電力㈱ 地域共生本部 地域共生グループ
 福島香世　38

四電工が中学生職場体験学習を実施
短絡事故などを見学、工事体験や安全体感学習も
������������������ 編集部　44

東芝キヤリアの店舗・オフィス用エアコンがフルモデルチェンジ
「天井カセット形4方向吹出しタイプ」、「省エネ形室外機スーパーパワーエコシリーズ」
������������������ 編集部　52

三菱ⅠHクッキングヒーター「びっくリングⅠH」新製品を発売
熱風循環加熱式「びっクリアオーブン」を業界初搭載
������������������ 編集部　56

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第20回　前進する福一の汚染水対策

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎/
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

  2014年11月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力・京極発電所1号機が営業運
転を開始……………………………………46
東北電力が山形県と「原子力発電所に係
る県民等の安全確保のための情報連絡等
に関する覚書」を締結……………………46
「東北電力NOW　CSRレポート2014」
が発行………………………………………46
東北電力が粟島火力発電所のリプレース
計画により2号機を廃止…………………47
東京電力と中部電力が包括的アライアン
スに係る基本合意書を締結………………47
知多LNGターミナルにおけるLNG累計
受入量が2億tに到達……………………48
北陸電力が太陽光発電設備の系統連系状
況を情報提供………………………………48
関西電力がデューク・エナジー社と原子
力分野における情報交換協定を締結……49
中国電力が隠岐諸島におけるハイブリッド
蓄電池システム実証事業に伴う再生可能
エネルギー導入計画を決定………………50
Jパワーが大間風力発電所の建設工事に着
工……………………………………………50
東芝がエチオピア電力公社と地熱発電に
おける協業に関する覚書を締結…………50
パナソニックが国際パラリンピック委員会
とのワールドワイド公式パートナー契約を
締結…………………………………………51
本誌バックナンバー案内  62
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



電力所一体で取り組む環境・エネルギー教室
中国電力・尾道電力所が力を入れる中学校への出前授業
……………………………………… （語り手）中国電力㈱ 尾道電力所 企画課　大石　幹　10

第50回鳥取しゃんしゃん祭に中国電力グループが参加
記念特別企画としてギネス記録にも挑戦………………………… 中国電力㈱ 鳥取営業所　16

九州電力・鹿児島支社の地域共生活動
地熱発電所で「夏休み!エネルギー探検隊㏌山川」を開催!
……………… （語り手）九州電力㈱ 鹿児島支社 企画・総務部 広報グループ　永田行郎　20

九州電力・大分支社が開催した八丁原発電所施設見学会
「女性の会」を対象にエネルギーへの理解を促進
………………………………九州電力㈱ 大分支社 企画・総務部 広報グループ　中島健輔　24

中部電力・静岡支店などが「夏休み親子施設見学会」を開催
浜松給電制御所と原島変電所を見学　電気への理解を深める …………………………編集部　28

「エコ×エネ体験ツアー水力編@奥只見2014（大学生編）」が開催!
J─POWERグループの社会貢献活動　暮らしを支える
森と水力発電所を学ぶ …………………… 編集部　32

昭電がオープンした太陽光発電所
「BCP対策モデルパーク」

防災・防犯を強化した太陽光発電システムを稼働展示
……………………………………………… 編集部　36

業務用エアコンの更新需要に対応

東芝キヤリア「スーパーモジュール
マルチi更新用」23機種を発売
……………………………………………… 編集部　40

日立アプライアンスがエコキュート 
「ナイアガラ出湯」など全22機種を発売

貯湯ユニット「ウレタンク」などにより省エネ№1を実現
……………………………………………… 編集部　44

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第19回　 自由化と原子力事業の継続

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 …………………… 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
最終回・那古寺……………………… 五叟鐵太郎　56

  2014年10月号  

NEWS  LOUNGE
東京電力がBPシンガポール社からの
LNG購入に関する売買契約書を締結… 50
福島第一原子力発電所で働く社員や作業
員の食生活の充実に向けた「福島復興給
食センター㈱」が設立……………………50
東京電力が「生産性倍増委員会」を設置
……………………………………………51
東京電力が配電関連のグループ会社2社
を1社に事業統合…………………………51
東京電力と中部電力が東京中部間連系設
備に関する「重要送電設備等の指定」受
ける…………………………………………51
中部電力が新造のLNG船を「勢州丸」と
命名…………………………………………52
中部電力が浜岡原子力発電所4号機軽油
タンクの地下化工事を開始………………52
関西電力が「原子力発電の安全性向上へ
の決意」を制定……………………………53
関西電力・姫路第二発電所新5号機が営
業運転を開始………………………………53
関西電力がイクシスLNGプロジェクトの
権益売買契約を締結………………………53
中国電力とエアウォーター㈱がバイオマ
ス･石炭混焼発電所建設計画に係る環境影
響評価の検討を開始………………………54
中国電力と中国地方総合研究センターが
「地域再発見BOOKS」第四弾「中国地方
の鉄道探見」を刊行………………………54
Jパワーが「インドネシア国グリーン経済
政策能力向上プロジェクトグリーン都市開
発にかかる調査」を受託…………………55
本誌バックナンバー案内  62
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



北海道電力・岩見沢支店が開催した科学館での工作イベント
ペットボトルロケットで楽しみながら科学・エネルギーへ親しむ
……………………… （語り手）北海道電力㈱ 岩見沢支店 企画総務グループ　澤野裕太　10

東京電力・土浦支社が高所作業車体験試乗会を実施
園児が高所作業車に試乗  電気を届ける大変さ学ぶ
……………………………………（語り手）東京電力㈱ 土浦支社（渉外担当）　鴻巣睦美　14

中部電力が本店ビルで「緑のカーテン」今年も実施
見える節電対策 広くPR
……………………………………………… 中部電力㈱ 広報部 計画グループ　梅村知恵美　18

「関西電力グループ環境月間」今年で40回目の実施
各地域の特色に応じた創意工夫の環境活動 各地で展開
…………（語り手）関西電力㈱ 環境室 環境計画グループ チーフマネジャー　高橋秀和　20

成長と一体感の醸成で目指す強い組織

関西電力・奈良支店が展開する「いきいき奈良運動」
…………………………………………………………………………… 関西電力㈱ 奈良支店　28

関西電力・黒四管理事務所に社長表彰を授与
トロリーバス創業以来50年間の無事故と地域貢献を評価
……………………………………………… 編集部　34

東芝キヤリアが熱回収ヒートポンプ
商品のラインアップを拡充
温排熱、未利用エネルギーの活用とコスト削減に役立つ
新機種
……………………………………………… 編集部　36

第49回  電気関係事業安全セミナーが開催
……………………………………………… 編集部　40

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第18回　電力経営のさらなる危機

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 …………………… 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第16回・安楽寺／高蔵寺 ………… 五叟鐵太郎　52

  2014年9月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力が企業グループにおける配電関
連事業を再編…………………………… 46
東北電力がアセアン諸国からの技術研修
生を受け入れ…………………………… 46
八戸火力発電所5号機がコンバインドサ
イクル方式による営業運転を開始…… 46
東北電力企業グループにおける水力発電
所の新規開発…………………………… 47
東京電力が「スマートマンションサポート
サービス」を開始……………………… 48
千葉火力発電所3号系列第3軸が営業運
転開始…………………………………… 48
東京電力が長野県内の自治体との連絡体
制に関する覚書を締結………………… 49
東京電力が群馬県北部エリアにおける再
エネ等発電設備による電力系統への連系
に関する入札募集を実施……………… 49
中部電力と大阪ガスが米国フリーポート
LNGプロジェクトの建設許可取得… 50
中部電力がスマートメーターの設置を開
始………………………………………… 50
「北陸電力グループCSRレポート2014」
の発行…………………………………… 51
中国電力が豪州ボガブライ石炭鉱山の一
部権益を取得…………………………… 51
本誌バックナンバー案内  62
表紙説明  64／次号予告  64
編集後記  64



観光資源を活かしたオリジナルの地域活性化！
中部電力・大井川電力センターが展開する地域貢献活動
……………… （語り手）中部電力㈱ 大井川電力センター 業務グループ主任　薗田剛弘　10

関西電力・大阪北支店が被災者支援チャリティーバザーを開催
福島復興の一助に　グループ会社と共同で4回目の実施
………………………………………………………………………………………………編集部　18

NPOとの協働による体験型ボランティアの展開
九州電力グループ一体となった地域課題解決に向けた取組み
…………………………（語り手）九州電力㈱ 地域共生本部 地域共生グループ　江口勝也　22

自分たちで育てた花苗を植物園の花壇に植付け
中電ウイングが「東山植物園花いっぱいプロジェクト」に協力
………………………………………………（語り手）中電ウイング㈱ 園芸課長　足立一洋　28

Jパワー胆沢第一発電所が営業運転を開始
1、2号機計1万4200kW。発電所建屋等を県企業局と共有。
………………………………………………………………………………………………………　36

楽しみながら魚の知識を学べる
環境総合テクノスのカードゲーム
「魚魚あわせ」

……………………………………………… 編集部　40

省エネ性、機能性を増した三菱電
機の新型エコキュート
電気給湯機発売50周年記念モデルを含む合計47機種
……………………………………………… 編集部　42

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第17回　原子力の留守を預かる火力現場の熱い夏

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 …………………… 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第15回・慈光寺／正法寺 ………… 五叟鐵太郎　52

  2014年8月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力のユコマンベツ発電所が営業
運転を開始……………………………… 46
泊発電所の安全性向上への取り組みについ
て………………………………………… 46
東北電力が低圧太陽光発電による電力の
売電申込受付窓口を集中化…………… 46
東北電力が原子力の自主的安全性向上に
向けた取り組みを実施………………… 47
東北電力・飯野発電所が営業運転を開始
………………………………………… 48
東京電力の西上武幹線が運用開始…… 48
東電・鹿島火力発電所7号系列第2軸が
営業運転開始…………………………… 48
「中部電力グループアニュアルレポート
2014」を発行………………………… 49
関西電力が家庭エコ診断サービスを本格実
施………………………………………… 49
関西電力他が「みる電出かけてCOOLプ
ロジェクト」を実施…………………… 50
「九州電力CSR報告書」「九州電力環境アク
ションレポート」2014年版を発行…… 50
沖縄電力が「停電情報配信サービス」を
運用開始………………………………… 50
沖縄電力の粟国可倒式風力発電設備が営
業運転を開始…………………………… 51
Jパワーが参画するタイ国・ノンセンガス
火力発電所1号系列が営業運転開始… 51
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表紙説明  64／次号予告  64
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震災復興ボランティア「海岸防災林復活活動」
東北電力が社員有志で展開、愛情と被災地への想いを込めた苗を植樹
……………………………… （語り手）東北電力㈱ 環境部 環境企画グループ　高橋　賢　10

北陸電力の電化厨房体験車がリニューアル！
新しくなった「オーロラ号」で機動力を活かした電化厨房提案
……………（語り手）北陸電力㈱ 営業推進部 商工コンサルチーム 統括課長　折谷大介　18

名古屋土曜学習プログラムでの電気実験教室を開催
中部電力・名古屋支店が名古屋市教育委員会と協働して初の取り組み
…………………（語り手）中部電力㈱ 名古屋支店 総務部 総務・広報グループ　町田玲子　22

創作踊りコンテストへの参加で地域活性化に貢献
中国電力・尾道営業所、尾道電力所が一致団結して毎年参加する尾道みなと祭
…………………………（語り手）中国電力㈱ 尾道営業所 営業課 専任課長代理　森下　博　30

九州電力・長崎支社の「こども110番」活動
「地域見守り活動」の一環で実施する地域共生の取り組み
……………………（語り手）九州電力㈱ 長崎支社 企画・総務部 総務グループ　出口雅昭　36

坊ガツル野焼きボランティア 今年も実施
九州電力・大分支社が事務局として平成12年から毎年活動

（語り手）九州電力㈱ 大分支社 企画・総務部
 地域共生グループ　井上　徹   　　
　　　　  　同　　　 　　　  　　　　木戸美里　40

開催が決定
第49回  電気関係事業安全セミナー … 50

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第16回　福井地裁判決と規制委員会人事

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 …………………… 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第14回・日輪寺／佐竹寺 ………… 五叟鐵太郎　52

  2014年7月号  

NEWS  LOUNGE
北海道電力が家畜系バイオマス発電に係
る研究開発を実施………………………46
東北電力が東通原子力発電所における基
準地震動Ｓｓおよび津波高を見直し… 46
東電と丸紅がフィリピン共和国パグビラ
オ石炭火力発電所を増設………………47
東京電力が「電力系統出力変動対応技術
研究開発事業」を実施…………………47
中部電力が新串原水力発電所の建設工事
に着手……………………………………48
関西電力がモルディブ共和国における太
陽光発電プロジェクトを実施………… 48
中国電力が発電プラントにおける「故障
予兆監視システム」を開発…………… 49
「九電みらいエナジー株式会社」が設立
…………………………………………49
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座談会
東京電力・山梨支店 豪雪被害からの復旧に燃えた使命感
観測史上最多の積雪、停電約4000軒の被害を乗り越える� ������������　10
【座談会出席者】
東京電力㈱山梨支店
　甲府支社�甲府制御所�櫛形地域配電保守グループ�リーダー� 横森　博人
　設備部�配電技術グループマネージャー� 宮本　英明
　設備部�配電技術グループ�保守・保全チームリーダー� 丸山　　仁
　設備部�配電技術グループ� 中込　義訓
　設備部�設備企画グループマネージャー� 古屋　清仁

電気情報社の新刊「坂東巡礼」発刊のご案内������������編集部　23

家族が働く姿を職場参観！
関西電力・大阪北支店が開催した「家族会社参観日」
（語り手）関西電力㈱�大阪北支店�支店長室�総務・広報グループ�チーフマネジャー　坂田英紀　24

職場を変える！「真の４Ｓ活動」
関西電力・神戸電力所が展開　恒久的な取組み目指す
�����������������（語り手）関西電力㈱�神戸電力所�所長　中本康幸　28

設備見学会「探検！電気のたどる道」を開催
九州電力・熊本支社が熊本電力センター、熊本東営業所と合同で実施
（語り手）九州電力㈱�熊本支社�企画・総務部
� 広報グループ�副長　重松秀孝　36

日本唯一の防災・防犯対策を強化した太陽光発電設備
昭電が太陽光発電所BCP対策モ
デルパークをオープン
������������������ 編集部　42

J-POWERの体験型エネルギー環境学習プログラム
「エコ×エネ体験ツアー2014」の参加者募
集が開始!� ���������������� 48

開催が決定
第49回  電気関係事業安全セミナー�� 50

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第15回　今夏の供給予備力
（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明��������� 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第13回・笠森寺／清水寺� ���� 五叟鐵太郎　52

  2014年6月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力が米国キャメロンLNGプロジェ
クトからのLNG購入に関するGDFスエ
ズ社との基本合意書を締結……………44
東京電力・鹿島火力発電所7号系列第1
軸の営業運転が開始……………………44
中部電力がLNG船2隻を共同保有… 45
中部電力が阿多岐水力発電所の新設工事
に着手……………………………………45
中部電力の上越火力発電所が総合運転を
開始……………………………………… 45
関西電力がイベルドローラ原子力発電と
の原子力分野における情報交換協定を締
結…………………………………………46
九州通信ネットワーク㈱の完全子会社化
と光ファイバ心線貸し事業の移管に関す
る基本合意書の締結……………………46
沖縄電力がJⅠCA課題別研修「配電網
整備」コースを実施……………………46
「平成26年度省エネ大賞」の募集が開
始…………………………………………47
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J-POWERとサイエンスカクテルが共同開発
カードゲーム「エネルギー大臣になろう」
政策決定のシミュレーションゲームで新しいエネルギー教育支援の展開������　10

【座談会出席者】
電源開発㈱ 秘書広報部 業務推進役 藤木　勇光（キャップ）
　  同　　  広報室 課長 小林　庸一（ヨーコバ）

※現：高砂火力発電所 発電グループ 兼 企画・管理グループ
　  同　　  広報室（社会貢献担当） 南　　栄助（なんちゃん）
サイエンス・カクテル 小寺　昭彦（コテさん）
　  同 永井　智哉（ともやん）
　  同 鈴木　　紅（ベニ）
　  同 阿部　和真（あべべ）
設備更新した中央給電指令所の見学
こども国連スプリングセッションでワークショップ「エネルギー大臣」もあわせて実施

　�����������������������������������編集部　20

「まほろば奈良活動隊」が「なら瑠璃絵」に参加
関西電力・奈良支店、社員有志のボランティア活動
����������������������������������������24

九州電力・福岡支社が実施した放射線についての出前授業
次世代層への放射線に関する正しい知識を普及

（語り手）九州電力㈱ 福岡支社 企画・総務部広報
グループ 課長 堂込富夫／担当 石川哲也　28

商業・工業高校生を対象にしたエ
ネルギー出前授業
九州電力・佐賀支社が次世代層支援プロジェクト「九
電みらいの学校」の一貫で実施

（語り手）九州電力㈱ 佐賀支社
 企画・総務部 広報グループ 宮川真一郎　34

接遇マナー向上のための調査業務
技能発表会を開催
一般財団法人 北陸電気保安協会 業務部 副部長 魚澤益人　38

東芝エコキュート ESTIA「フルオート プレ
ミアムタイプ」２機種が発売 �� 編集部　42

開催が決定
第49回  電気関係事業安全セミナー � 50

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第14回　インフラ産業の命

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第12回・大御堂／清瀧寺 ���� 五叟鐵太郎　52

  2014年5月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力が原町火力発電所への木質バイ
オマス燃料導入に向けた設備工事に着工
……………………………………… 45
東北電力グループが「株式会社Eライフ・
パートナーズ」を設立……………… 45
東京電力が火力電源の入札募集（2回目）
を実施………………………………… 45
東京電力がスマートメーターの設置を開
始……………………………………… 46
「2014年度…東京電力グループ…アクショ
ン・プラン」が策定………………… 46
秋神水力発電所の開発に向けた基本協定
を締結………………………………… 47
中部電力とサンヨーホームズが新会社「e
─暮らし株式会社」を設立………… 47
関西電力が米国キャメロンLNGプロジェ
クトからの液化天然ガス購入に関する売
買契約を締結………………………… 48
関西電力・相生発電所1、3号機におけ
る天然ガスの利用および供給の合意…48
「山口県を中心とした産業発展の歴史」
が刊行………………………………… 49
インドネシア・サルーラ地熱IPPプロジェ
クトの融資契約の締結……………… 49
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J-POWERグループが展開する社会貢献活動



市内小学生に向けたエネルギー教室の開催
北海道電力・函館支店が取り組む次世代層へのエネルギー環境教育支援
���������� （語り手）北海道電力㈱ 函館支店 企画総務グループ　野口杏奈　10

中部電力が開催した「エネルギーサポートスタッフ・ゆずりは会全社交流会」
女性モニター交流会で事業の理解を促進
������ （語り手）中部電力㈱ 広報部 エネルギー・環境広報グループ　伴　和憲　16

ユアテックが開催した工業高校生現場受け入れ体験実習
「クラフトマン21」事業の一環として実践的人材育成を支援
�������（語り手）㈱ユアテック 人財育成センター 電気設備グループ　橋場伸英　22

四国電気保安協会が「電気の省エネ」DVDを制作
オリジナルDVD 第二弾として制作

（語り手）一般財団法人 四国電気保安協会 公益推進部 技術普及グループ課長　長尾充容　28

四電工が開発した設備設計支援システム
建築設備CADシステム「CADEWA」および積算システム「見積CRAFT」
��������������（語り手）㈱四電工 CAD開発部 CAD営業課　濱田智祥　34

雷の脅威、美しさを表現した「きらめきの1枚」が集結
音羽電機工業の第11回雷写真コンテスト入賞作品が発表
����������� 編集部（写真：音羽電機工業株式会社 雷写真コンテスト提供）　40

日立アプライアンスの新しいエコ
キュートがラインアップ
井戸水対応の一般地向け、寒冷地向けなどトップラン
ナー基準対応の全15機種
������������������ 編集部　44

開催が決定
第49回  電気関係事業安全セミナー � 47

連載・時事解説　
電気事業問題を読み砕く
第13回　エネ政策に奇策はない

（語り手）電力ジャーナリスト　藤森礼一郎／
（聞き手）本誌編集長　堀越雅明 �������� 2

連載・特別読み物　坂東三十三観音札所を巡る
第11回・長谷寺／楽法寺
���������������� 五叟鐵太郎　52

  2014年4月号  

NEWS  LOUNGE
東北電力がマレーシアLNGⅡプロジェク
トに関するLNG売買契約を締結� � 48
東北電力・八戸火力発電所5号機がコン
バインドサイクル方式での試運転を開始
���������������� 48
5電力会社と陸上自衛隊による災害時の
相互協力に向けた協定の締結��� 48
中部電力と大阪ガスが米国フリーポート
LNGプロジェクトへの出資に参画
���������������� 49
関西電力がスマートメーター導入計画を
前倒しへ������������ 50
下水熱を利用した業務用ヒートポンプ給
湯・暖房システムの開発����� 50
「エネルギアグループ知的財産報告書
（2014年1月）」の発行� ���� 51
九州電力が離島における蓄電池制御実証
試験を開始����������� 51
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