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社員の資格主な一覧

会社概要

社　　名　北電興業株式会社
設　　立　昭和31年4月2日
本　　店　札幌市中央区北1条東3丁目1番地の1
資 本 金　9,500万円
株　　主　北海道電力（株）  他
従業員数　345名（2020年1月31日現在）
事業所数　16カ所　　

2020年3月

本店

苫東事業所

泊事業所

石狩湾新港事務所

旭川営業所

北見営業所

釧路営業所

帯広営業所

知内事務所

伊達事務所
苫小牧営業所

一級建築士
二級建築士
１級管工事施工管理技士
２級管工事施工管理技士
１級造園施工管理技士
２級造園施工管理技士
１級建築施工管理技士
２級建築施工管理技士
１級電気工事施工管理技士
２級電気工事施工管理技士
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士
ＣＡＤ利用技術者試験１級
ＤＣプランナー２級
社会保険労務士
エネルギー管理士
コンクリート技士

コンクリート主任技士
コンクリート診断士
ファシリティーマネージャー
マンション管理士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士
甲種消防設備士
乙種消防設備士
管理業務主任者
危険物取扱者（乙種第４類）
危険物取扱者（甲種）
技術士
技術士補
行政書士
高圧ガス製造保安責任者（甲）
高圧ガス販売主任者（第一種）
実用英語技能検定２級

生命保険応用課程資格
損害保険大学課程（専門コース）
第一種衛生管理者
第一種電気工事士
第二種電気工事士
第二種冷凍機械責任者
第三種冷凍機械責任者
第一種電気主任技術者
第二種電気主任技術者
第三種電気主任技術者
宅地建物取引士
調理師
日商簿記２級
秘書技能検定２級
中古自動車査定士（小型車）

など

当社は、2017年12月に「子育てサポート企業」
として「くるみん認定」を、2018年8月に「女性活
躍推進に関する状況などが優良な企業」として
「えるぼし認定」をそれぞれ厚生労働大臣より受
けました。従業員にとって働きやすい環境づくり
に努めています。



北電興業は、北海道電力のサポート事業をベースに、4つの使命のもと、
「北の暮らしを豊かにする」さまざまな事業を展開しています。

土木環境部

燃料部 企画部・管理部

●土木工事・土木工作物の
保守管理

●石炭灰事業
●環境緑化

●建物の省エネルギー事業
●建物・設備の維持・保全
サービス業

●海外炭輸入業務代行
●海運仲立業
●燃料油の納入代行

広告部 商事部

大切な資産を守り、快適な暮らしをお届けする
さまざまなサービスを提供しています。

北電の電力設備を活用し、地域と企業の発展や
安全な暮らしの見守りをサポートしています。

保険から資材販売、オートリースなど、
さまざまなシーンをバックアップします。

先端技術を駆使して、環境との共生を
目指しています。

●配電設備共架事業
●電柱広告事業事業 
●PR施設運営事業

自社所有のオール電化賃貸マンションの管理・運営、北海道
電力の遊休地を利用した駐車場賃貸事業（月極駐車場と
コインパーキング）を行っています。
また、北海道電力をはじめとするほくでんグループ企業の
オフィスや厚生施設などの管理・運営やビルメンテナンス業務
（設備保守、警備、受付、清掃業務）なども展開しています。 
さらに、平成17年から札幌市内で、電力施設からの排熱を
活用したスーパー銭湯「湯処花ゆづき」を経営し、地域の皆さま
へ癒しとくつろぎの空間をご提供しています。

お客さまのニーズに合わせ、生命保険、損害保険から特殊
車輌・業務用車輌のリース、オフィス什器、さらには、発電所
などで使用する工業用薬
品まで、さまざまなモノや
サービスをご提供してい
ます。

道案内や名刺代りの電柱広
告はもちろん、安全で安心し
て暮らせる街づくりのための
避難誘導看板や防犯カメラ
設置、コミュニティバス停看
板など、お客さまや地域の情
報発信、暮らしの利便性向上、
地域の賑わい創出のお手伝
いをしています。

●賃貸マンション事業　
●駐車場管理運営事業 
●ビルメンテナンス業務

●商品・資材販売業務
●オートリース業務
●保険代理店業務
●工業用薬品・排脱石膏
販売業務

●適正な企業活動の推進
●企業発展に寄与する人
材の育成
●安全衛生活動

北海道の豊かな未来のために、
変わらぬ使命を守りつづけます。

より良い地球環境の創造に
つとめ、良き企業市民として、
社会の発展に貢献し、奉仕
します。

不動産サポート部・不動産事業部

お客さま本位
総合力を生かし、優れた商品
と技術を通じて、お客さまに
とって価値のあるサービスを
提供し、信頼を高めます。

人間尊重
自由闊達な気風をもち、積極的
な創意工夫を尊重し、生きがい
とバイタリティをもって働ける
魅力ある職場をつくります。

健全経営
会社の健全なる繁栄を通じて、
経営基盤を充実し、お客さまに
対して社会的責任を果たし、従
業員の福祉を増進します。

社会貢献

「環境と人の共生」をテーマに、
土木・緑化関連工事や維持管
理、石炭灰を利用した資源活用
事業、ダムに漂着する流木処理
などのリサイクル事業など、環
境保全を第一に、自然という大
切な資産を次世代へ受け継ぐ
ために取り組んでいます。

発電用燃料調達のトータルサポートで
効率化とコストダウンに貢献しています。

各事業部門のビジネスを強力に
サポートしています。

北海道電力苫東厚真発
電所で使用する海外炭の
輸入業務を中心に、海上
運輸を担う海運仲立業務
のほか、石油火力発電所
の燃料油納入時の作業
立会・検収業務など、燃料
調達業務をトータルサ
ポートしています。

各事業部門の業務を円滑
かつ的確に進め、その力
を最大限に発揮させるた
め、経営計画の立案から
業務基盤の整備、人材育
成や安全衛生の推進など、
活力ある職場づくりに取
り組んでいます。

建築部
施設のライフサイクルを見つめ、
コストパフォーマンスと環境性を高めます。
北海道電力の建物・施設の建
物調査、建物劣化度診断、建
物設備修繕などを行っていま
す。また、さまざまな施設の省
エネルギー対策に対して、企
画・設計・工事・メンテナンスか
らリニューアルまで、トータル
マネジメントの発想で、建物と
環境の共生を図っています。

北電興業の誓い

1日のスケジュール

時間 業務内容

8:20
8:40
8:50
12:00
13:00
15:00

17:20

出社
朝礼
設備関係巡視点検
昼食
設備点検・整備
記録データ整理・
作業計画整備
終業・帰宅

オール電化賃貸マンション
〈エナコートシリーズ〉 スーパー銭湯〈湯処 花ゆづき〉

フライアッシュを用いた忠別ダムフライアッシュを用いた忠別ダム

CSR研修の開催

現場パトロール
輸送船（新札幌丸）で苫東港に運ばれ揚炭
される
輸送船（新札幌丸）で苫東港に運ばれ揚炭
される

平成20年よりほくでんグループで
ESCO事業を開始〈北海道大学病院〉
平成20年よりほくでんグループで
ESCO事業を開始〈北海道大学病院〉

水と緑の森造成工事〈北電総合研究所〉水と緑の森造成工事〈北電総合研究所〉

時間貸駐車場〈エナパーク〉

●厚生施設管理運営業務
●温浴事業

先輩社員の声

2015年入社
不動産事業部
東 知志

2016年入社
不動産事業部
小野川 椋太 

北海道電力本社別館ビルで、館
内の点検作業や障害が発生した
際の修繕などのビル管理業務を
行っています。現在は、8：40～
17：20の通常勤務ですが、経験
を経て、3交代勤務を行う場合も
あります。障害が発生した場合に
は、即時対応が求められます。常
に緊張感を持ちながら、さまざま
な業務を行いつつ、臨機応変に
業務に励んでいます。

東：先輩たちが常に親切に教えて
くれるので、困ったことがあって
も相談しやすいです。終業後には
職場の仲間と飲みに行くことも
あり、毎年お花見も開催され、と
てもコミュニケーションのとれる
働きやすい職場環境です。

小野川：別のビルで働く若手社員
の仲間で飲みに行くこともありま
す。残業が少なく、有給休暇も取
得しやすいので、プライベートの
時間が確保され、趣味を充実さ
せています。

東：廊下ですれ違ったときには、挨
拶をし合う風通しの良い職場です。

小野川：入社後、３年目までの離
職率が低いのも北電興業の魅力
の一つだと感じます。
応募前に会社訪問し、職場の見
学や業務について説明を受け、
事前に職場環境を知ることがで
きたので、入社後のイメージもつ
きやすかったです。　

私たちの仕事 職場の雰囲気 北電興業の魅力

電柱看板

保険代理店業務保険代理店業務

オートリース防犯カメラ

地上配電機器情報スペース提供


