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古紙配合率70％再生紙を使用しています。

資源の有効利用のため、この冊子は古紙70%
使用しています。また印刷用インキは、環境にや
さしい大豆油インキを使用しています。
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株式会社　中電工
（CHUDENKO CORPORATION）

1944年9月29日

34億8,190万5,850円

〒730‐0855　広島市中区小網町6番12号
TEL082‐291‐7411

3,663名（2016年4月）

商 号

設 　 立

資 本 金

本店所在地

従 業 員 数

電気設備工事
　■ 照明・コンセント設備
　■ 映像・音響・テレビ・放送設備
　■ 受変電設備
　■ プラント設備（計装・防爆工事を含む）

エネルギー関連
　■ 風力・太陽光発電システム
　■ コージェネレーションシステム
　■ 省エネ電源システム
　■ 自家発電システム

送配電線工事
　■ 送電線・配電線・引込線・地中線工事

情報通信設備工事
　■ インターネット・イントラネット設備
　■ CATV・防災無線・電話設備
　■ LAN設備
　■ 光通信設備
　■ 移動体無線通信設備
　■ システムインテグレーション
　■ 統合情報配線
　■ OAフロア設備

空調管設備工事
　■ 空調・冷暖房・給排水・衛生・環境設備
　■ クリーンルームシステム

水道施設工事
　■ 事務所・家庭用上下水道施設
　■ 工業用上下水道施設

環境関連
　■ リサイクルシステム
　■ 蓄熱システム

防災・消防設備工事
　■ 火災報知設備
　■ 盗難監視・警報設備
　■ 消火・避難誘導設備

リニューアル・リフォーム
　■ ビル設備のリニューアル
　■ 住まいのリフォーム

鉄塔工事

土木建築工事
　■ 道路・建築物の建設・補修・改修

電気機器の設計・製作・販売・修理・据付・保守
　■ 配電盤・監視盤・制御盤・電源用機器・
　 　 通信用機器・強電用機器・各種計測機器など

ソフトウエア開発
　■ ソフトウエア及び情報処理システムの企画・
　　開発・販売・賃貸・運用・保守

コンサルティング・メンテナンス業務
　■ 省エネ診断・支援業務
　■ 防災・消防設備点検

（単位 ： 百万円…未満切捨）

本報告書は、中電工ホームページに掲載しています。

http://www.chudenko.co.jp/

会社概要

目 次

　本報告書は、当社の事業活動の中から環境に関連する取り
組みをまとめ、ご紹介するために作成しました。
　ステークホルダーの皆さまが、当社の経営姿勢の一つ「環境
に優しい企業を目指す」ために実施しているさまざまな取り組み
について、ご理解いただけるように心がけて編集しています。

（1）企業使命
　総合設備エンジニアリング企業として、お客様の
ために高度な価値を付加した生活・事業環境を創
出することにより、社会の発展に貢献する。

（2）経営姿勢（業務活動の方向性）
①お客様・株主の信頼を獲得し、選ばれる企業を目
指す。

②環境に優しく、品質に厳しい企業を目指す。

③総合技術力の強化・向上を目指す。

④人を大切にし、安全で活力ある職場作りを推進
する。

⑤受注の確保と経営の効率化を推進し、強固な経
営基盤を堅持する。

（3）行動指針
①真心をもってお客様の信頼を築き、常にお客様
の満足を仕事の成果と心がけ行動する。

②自主と責任をもって素早く行動し、迅速な意思決
定と業務処理のスピードアップを図る。

③従来のやり方にこだわらず、柔軟な思考と旺盛な
チャレンジ精神をもって行動する。

④社会的規範の遵守はもちろんのこと、社会的良
識をもって行動する。

　組織改正等により、事業場名称の変更があった場合は、変
更後の名称を使用しています。（2016年７月１日付）

株式会社　中電工（グループ企業の情報は含んでいません）

　2015年度（2015年4月～２016年3月）の活動を中心にまと
めていますが、一部2016年4月以降の活動も掲載しています。
　なお、施工・導入事例などに使用している資料については、上
記以前に実施した情報を含んでいます。

編 集 方 針

対 象 期 間

対 象 範 囲

■ 事 業 内 容

■ 業 績 の 推 移（中電工個別）

組 織 改 正 等 に 伴う対 応

中電工 検 索

企業理念

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益年度



環境報告書 2016

3 4

　当社は、環境に優しい企業を目指して、総合設備エ
ンジニアリング企業としての技術力を活かし、お客さま
設備の環境負荷低減へのニーズに応えること、ならび
に自らの事業活動に伴う環境負荷低減に努めること
が社会的な責任であると考え活動しています。

　お客さまからのご要望に応えて環境負荷を低減す
る活動として、再生可能エネルギーの導入や設備の省
エネルギーの提案・支援を通じて、お客さまの満足が
得られるように取り組んでいます。

　太陽光発電システムについては、家庭用からメガ
ソーラーまで数多くの設備に携わることができ、豊富
な経験を活かしたしっかりとした技術で対応していま
す。施工への創意工夫も実施しており、ソーラーモ
ジュールのバーコードの整理を容易にするためのバー
コード読取装置「ソーラーモジュールリーダー」を自社
開発し、工期短縮につなげています。

　設備の省エネルギーについては、LED照明や空調・
給湯機器の効率化を目指したリニューアル・リフォーム
について積極的な提案活動を実施しています。
　お客さまの環境ニーズに応えるために、リニューアル
提案専門の担当者を配置するなど提案営業の体制を
整えるとともに、工事において創意工夫した技術的成
果を技術研究発表会を通じて水平展開するなど、技
術的提案営業の強化に取り組んでいます。
　また、当社の技術力をPRする機会としてJECA 
FAIR（電設工業展）を始めとする展覧会等への出展
も継続して実施しています。特に今年度は、コンセント
配線の誤結線、断線を判定する試験器をJECA FAIR
の製品コンクールに出展し、「一般社団法人日本電設
工業会奨励賞」を受賞することができました。今後、こ
の試験器を有効に活用し、効率的で確実な確認作業

により誤結線を防止し，手直し等による無駄がでない
作業につなげていきたいと考えています。

　自らの事業活動に伴う環境負荷を低減するため、事
業場設備の省エネルギー、太陽光発電システムの導
入、車両燃費の向上などのエネルギーの削減活動や
廃棄物の再資源化、グリーン購入などの資源循環のた
めの活動に継続して取り組んでいます。
　これらの活動を推進するために「環境読本」を全従
業員に配付するなど、環境に関する知識・意識の向上
に努めています。
　また、地域に密着した企業として地域貢献活動に力
を入れており、継続実施している「おかげさま旬間」や

「環境月間」の機会に、地域清掃活動や社会福祉施設
の電気設備点検などの活動を実施しています。

　当社は、地球温暖化をはじめとする環境への課題に
向き合い、健康で快適な環境づくりに貢献するため、
事業活動を通じた環境負荷低減活動に真摯に取り組
んでまいります。

　当社は「お客さまのために高度な価値を付加した生活・事業環境を創出することにより、社会の発展に

貢献する」を企業使命とし、「環境に優しい企業を目指す」ことを経営姿勢の一つに定め、その実践に向け

て日々努力しています。

　経営の全体的な計画や実績の集約・統括の役割を担う本店部門では、ISO14001に適合した環境マネ

ジメントにもとづいて環境目標を設定し、その施策を支社・営業所に展開することにより全店の環境活動

を実践しています。

　また、中国電力株式会社を中心とするエネルギアグループでの環境マネジメントにも参加し、グループ

大での環境活動を実施しています。

代表取締役社長

■ 環境マネジメントシステムの体制

環 境 方 針

■ ISO14001 審査登録状況
（2016年10月1日現在）

社　　長

⇒環境活動の実践・実績の把握

本店部門 〔ISO14001 審査登録範囲〕

環境管理責任者
安全衛生

品質環境部長

環境管理委員会
委員長：安全衛生
　　　 品質環境部長
委　員：本店部長

支社・営業所

環境マネジメントシステムの運用トップメッセージ

環境マネジメントシステム運用の体系 中国電力グループでの環境活動

　環境マネジメントシステムに関する重要事項は、
本店の部門長を委員とする環境管理委員会で審議・
検討を行っています。
　環境管理責任者は環境マネジメントシステムの運
用状況を社長に定期的に報告し、改善指示を受ける
ことによりPDCAサイクルを動かしています。

　中国電力㈱を中心とする中国電力グループでは
「中国電力グループ環境行動計画」を定め、活動し
ています。
　運用にあたっては、「中国電力グループ環境管理
要綱」にもとづく活動の実践、「中国電力グループ
環境委員会」への参加などを通じて、グループ大の
活動を推進しています。

当社環境方針ポスター

登 録 日： 2002年7月19日
有効期限：2018年9月14日
対象範囲：株式会社中電工 本店
活動範囲：総合設備エンジニアリング企業における本店業務（設

計・技術開発・施工支援）および電気機器（配電盤、制
御盤など）の設計・製作・施工

中電工に住んでいる犬のコーギー。
大きな耳はみんなの「こうしたい！」という思いを聞き取るため。
大きな目はいちばん新しい技術や商品を見つけるため。
緑色のポケットからは、みんなの暮らしをステキにする
アイディアや道具や商品がどんどん飛び出してくるよ！
こう見えてとっても足が速くて、どこからか「こうしたい！」という
声が聞こえると、すばやく走って「こうしよう！」と提案するんです。

環境管理委員会
［2015年12月］
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環境負荷の全体像と環境目標

環境負荷の全体像（2015年度実績）

INPUT

中電工の事業活動

主要な環境パフォーマンスの推移

［事務所等］
●電気 7,551千kWh
●その他エネルギー 少量（ガス、灯油等）

営　業
設　計
購　買
施　工

●事務用紙 156t
●水道 50千m3

［自動車］
●燃料 2,221kL

OUTPUT ［二酸化炭素］
●10,996t-CO2

［廃棄物］
●13,815t

［その他］
●PCB関連機器（廃棄物）の保管
●フロン類の使用
●工事・自動車使用に伴う騒音、排気ガス

付
帯・間
接
業
務

中電工 お客さま
顧客満足

使い勝手・快適性
ランニングコスト
消費エネルギー
・・・etc

設備ニーズ

ニーズの実現

※１　原油換算エネルギー使用量は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に規定される特定事業者に係るエネルギー・燃料を対象に算定。
※２　2015年度の再資源化率の大幅な向上は、特定の工事において多量の再資源化が行われたことや管理手法の変更等による。
※３　二酸化炭素排出量は、事務所等および自動車で使用するエネルギー・燃料を対象に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」にもとづく係数を使用して算定

（電気事業者から購入する電気については調整後排出係数を使用）。

原油換算エネルギー使用量※1（事務所等）

2011 2012 2013 2014 2015（年度）

（kL）

産業廃棄物

発生量

15,000

10,000

5,000

0

11,798 12,055
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2013 2014 2015 （年度）

（t）

再資源化率※2
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車両燃費（高所作業車を除く）
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5
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（km/L）

ガソリン車

削減率
（対前年度）

ディーゼル車

2,394
2,214 2,178

2,024 1,974

原油換算エネルギー　削減率

2011 2012 2013 2014 2015
（年度）

（％）
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二酸化炭素排出量※3
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環境目標と実績（2015年度実績）

項　目 2015年度目標 実績の概要

リニューアル工事に係る
省エネルギー提案

提案件数　1,400件以上 ◆ 1,178件

エネルギーの使用合理化
（自社設備の省エネ関係）

原油換算エネルギー使用量　1%以上削減
（2011～2015年度の年平均削減率）

◆ 年平均4.7%削減

車両燃費の向上
ガソリン車燃費　 13.2km/L以上
ディーゼル車燃費　 7.0km/L以上
（高所作業車を除く）

◆ ガソリン車　 13.7km/L
◆ ディーゼル車　7.1km/L

グリーン購入
事務用品のグリーン購入率66%以上
（注文件数比率）

◆ グリーン購入率64%

地域環境保全活動の実施 実施・参加件数　100件以上 ◆ 実施・参加件数　114件
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　当社は、お客さまのニーズにあわせて「環境に配慮した製品のご提案」を積極的に実施しています。

　お客さまのご要望に対して満足いただける設備の提供を目指して技術力・提案力の向上を図るととも

に、お客さまが必要とされる情報が得られるように営業体制を整えています。

お客さまからのご要望に応えて環境負荷 を低減する

太陽光発電システムのご提案

　太陽光発電システムは代表的な再生可能エネル
ギーで、2012年に「電気事業者による再生可能エ
ネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行
されて以降、急速に導入が進んでいます。
　当社は上記法律施行以前から太陽光発電システ
ムの施工に取り組んでおり、現在では住宅用からメガ
ソーラーまで数多くの実績を持つこととなりました。
　この実績を活かし、お客さまに満足いただけるご
提案に努めています。

リニューアルのご提案

　近年、更新時期を迎えた設備リニューアルのご
要望が増加しています。
　そこで当社は、リニューアルによってお客さまが
以前より快適な生活・事業環境となり、また省エネ
性能に優れランニングコストの低減が図れることを
目指した提案活動を推進しています。
　総合設備エンジニアリング企業としてのメリット
を活かし、電気・空調設備を一括して、知識豊富な
担当者がお客さまへの最適な環境をご提案します。
　事務所・工場・高齢者施設など、豊富な施工実績
を活かし、お客さまに満足いただけるリニューアル
を目指しています。

　当社では、中国5県の拠点事業場にリニューア
ル提案営業専門の担当者を配置し、提案活動を実
施しています。
　リニューアル提案営業には、お客さまに費用面
でメリットとなる行政機関の推進事業・補助金の状
況、メーカーの製品・技術動向など、設備に関連す
る幅広い知識が求められます。
　これらの情報の水平展開およびリニューアル営
業に関する能力向上
を図るため、定期的
に担当者教育を実施
しています。

2007年に当社研修所に導入した垂直設置型両面受光太陽光発電設備

当社初のメガソーラー施工
氏神工業団地メガソーラー（2013年竣工）

出雲クリーン発電太陽光発電所（2015年竣工）
パネル枚数51,500枚／太陽電池容量約12.5MW

担当者教育の実施

■LED誘導灯
LED誘導灯は省エネ性能が
高く、ランプ交換やメンテナ
ンスも容易。サイズもコンパ
クトになっています。

■エコキュート（業務用）
高効率な給湯設備のエコキュートは安価な
深夜電力利用によりランニングコストが大
幅に低減。ボイラーと比べメンテナンスに
係る労力も軽減できます。

問題解決のヒント

■ 高齢者施設リニューアルポイント（事例）

担当者教育の様子

　太陽光発電では、発電設備の品質管理のために太
陽光モジュールの設置位置およびその製造番号を照
合した資料が必要となりますが、この資料作成に際し
て太陽光モジュールのバーコードを作業員が１枚ず
つ読み取っていたため多くの時間を要していました。
　そこで当社は読取作業の時間を飛躍的に短縮す
るため、太陽光モジュールの位置とバーコードを読み
取り、資料を自動で作成できるソーラーモジュール
リーダーを開発しました。

バーコード読取装置
「ソーラーモジュールリーダ」

［ソーラーモジュールリーダー］
太陽光モジュールの配列に
合わせてソーラーモジュール
リーダーを設置。
水平移動してバーコードを読
み込んでいきます。

［タブレットPC確認画面］
太陽光モジュールの配列に
合わせて、バーコードから読
み取った製造番号を自動で
データ化します。
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　 技 術 研 究 発 表 会
は、日常業務を通じて
創意工夫した技術的
成果を全店に水平展
開することにより、技
術力の強化と技術的
提案営業の推進に役立てるとともに、技術職員の活
性化を図ることを目的として毎年実施しています。
　2015年度の発表会（2015.11.25）では「安全
性の強化」、「工事品質の向上」、「お客さま満足度
の向上」、「工事原価の低減」、「リニューアル・リ
フォーム」、「省エネ・環境保全」に係る課題につい
て、お客さまからの要望に応えて、高い技術力と創
意工夫を発揮した数多くの施工事例や研究成果が
発表されました。

技術研究発表会の開催

　2015年11月18日
～19日の２日間、設計
技術・電気工事技能競
技会を開催しました。
　この競技会は、「技
術の中電工」の体制
づくりの一環として、
設計企画力・技術提案
力および施工技能を
競い、お客さまの満足度・信頼度向上を目指す目的
で隔年開催しているものです。
　設計技術部門では、「某事務所」・「某病院」・「某
養護施設」の新築計画から１課題を選択し、変化す
る社会環境（フレキシビリティー、地球環境保護）に
適合する各設備の提案書の作成に挑みました。
　電気工事技能部門では、中電工グループの社員5
名が課題「三相３線式200V電源および制御回路にお
ける器具取付けと、金属管・合成樹脂可とう管・ビニー
ル電線管を使用し、電線ケーブル工法を総合的に組み
合わせた施工」について技能を競い合いました。

設計技術・電気工事技能競技会の開催

　当社では、今後HEMSの普及が急速に進んでい
くことを見すえ、その対策の第一歩としてスマートハ
ウス模擬設備を
技 術センターに
設置しています。
　2015年8月7
日には当社の住
宅リフォーム工事
担当者を対象と
したHEMS設備
見学会を開催し
ました。
　この見学会は、
最新の省エネ設
備の知識・技術を
得ることにより、
今後、より積極的
な提案営業を行
うことを目的とし
たものです。

スマートハウスへのHEMS活用

JECA FAIR 2016への出展

「コンセント極性試験器」が一般社団法人日本電設工業協会奨励賞を受賞

　2016年5月25日～27日までの3日間、インテッ
クス大阪にて日本最大級の電気設備機器等の総合
展示会JECA FAIR 2016（第64回電設工業展）
が開催され、当社も「技術の中電工」をPRするため
にブースを開設
し、さまざまな製
品や技術を紹介
しました。

　本装置は、AC100Vのコンセント（2極・3極）の誤結線、
断線を判定する試験器です。
　従来のコンセント試験器は、商用交流電源が必要なう
え、電源線の断線判定ができませんでした。
　今回、開発したコンセント極性試験器は、判定電源とし
て単三電池を内蔵した送信器と極性判定を行う受信器か
ら成り、商用電源を必要としません。また、誤結線はもちろ
んのこと、電源線が断線時でも判定可能とした製品です。
　本製品はコンセント結線の判定を表示ランプで行い、同
時に誤結線や断線等はブザーの発報で知らせることで、確
実で効率の良い確認作業ができます。
　試験電源に低電圧の電池を用いることで感電の危険性
が低く、また、本製品を誤って通電中（100V）のコンセント
に使用した場合でも保護回路が働くので、安全に使用する
ことができます。

　JECA FAIR 2016（第64回電設工
業展）にて開催された第55回製品コン
クールにおいて、当社が開発したコンセ
ント極性試験器が「一般社団法人日本電
設工業協会奨励賞」を受賞しました。

太
陽
光
発
電

受
電

キュービクル

スマートメーター

バックアップ用分電盤

HEMS対応分電盤

PS出力（停電時）

PS出力（通常時）

EVパワコン蓄電池

パワーステーション（PS）

スマートハウス設備概要

2015年度 技術研究発表会 発表課題
● 高齢者施設における放射線防護対策に係わる整備
● 工期短縮によるクラブハウスの空調設備リニューアル事例
● 提案営業による給水方式のリニューアル
● 屋内練習場におけるＬＥＤ照明採用による練習環境の向上
● 深型逆Ｔ字型基礎施工にあたっての留意点
● 光アクセス網技術を利用した大規模FTTHの構築
● 酒蔵新設における受電設備および需要電力の検討事例
● 埋設給水配管の耐震性向上提案
● 統合接地の建物におけるスマートチェッカーⅡ活用の研究

● 太陽光バーコード読取装置「ソーラーモジュールリーダ」の
開発と現状

● ウェアラブルセンサを活用した見守りシステムの開発
● 模擬スマートハウス設備の概要と社内教育への展開
● 引下線保持具の開発

中電工ブースの出展品
● コンセント極性試験器【製品コンクール出展】

● 高齢者見守りシステム
（視覚的情報提供システム（安来市と共同開発））

● 3D点群データのBIM活用
● 危険体験システム（墜落・アーク）
● 指定範囲監視システム「エリアセーブⅢ」
● 接地短絡判別器
● 小型相回転チェッカー
● リニューアル関係
● 安全実習棟の紹介

中電工ブース

表彰式の様子

コンセント極性試験器

極性判定を行う受信器

試験器の展示・PR

■ コンセント極性試験器［特許出願中］

発表会の様子

設計技術部門の競技会の様子

電気工事技能部門の競技会の様子

HEMS設備見学会の様子
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　事業活動に伴うエネルギー消費や廃棄物などの環境負荷を低減する活動は、地球温暖化をはじめとする環

境への影響を緩和するために重要です。

　当社では、事業活動に起因するこれらの環境負荷を低減するために、さまざまな取り組みを実施しています。

事業活動に伴う環境負荷を低減する

事業場の省エネルギーおよび再生可能エネルギーの導入

　当社は省エネルギー法の特定事業者に指定され
ており、法にもとづく中長期計画書の策定およびエ
ネルギー使用状況等の定期報告を通じて、建替えや
設備更新を計画的に実施することにより、事業場の
省エネルギーを進めています。
　2015年度も空調機・照明器具の更新を行い、エ
ネルギー使用量の削減を進めました。

社有寮の環境配慮

　社員の生活の拠点となる社有寮についても、一般
生活における環境負荷低減に貢献するため、建替
え・設備更新の機会を通じて環境に配慮した設備の
導入を進めています。
　2015年度に新築した岡山寮では、屋上に太陽光
発電設備を設置するとともに、照明設備には省電力
型（居室）およびLED

（共用部）を、給湯設備
にはヒートポンプ給湯
機（エコキュート）を採
用しました。

高所作業中のアイドリング低減

　高所作業を伴う配電線作業
には高所作業車を使用します
が、高所作業用のバケットを作
動する電源のために従来はエン
ジンのアイドリングが必要であ
り、夜間騒音・排気ガス・エネル
ギーの無駄が生じていました。
　そこでバケット作動用バッテ
リーの大容量化により高所作業中のアイドリング停止を
可能とした車両の導入を進めることとし、高所作業車全
体の78%（2015年度末実績）に導入しています。
　また、配電線作業に伴う交通規制エリアの縮小お
よび運行車両に係る燃料使用量削減のため、作業
用車両の積載量を増やし、車両台数を削減する取り
組みも行っています。

配電線用高圧引留クランプカバーのリサイクル

　配電線設備で使用されている高
圧引留クランプカバーは交換時に
回収、リサイクルされています。
　同カバーのリサイクルシステム
は中国電力グループ・取引先企業
が一体となって進めており、当社は適切な回収およ
びリサイクルされた製品の購入により、このリサイク
ルシステムを支えています。

新築の廿日市営業所（2016年2月竣工）

新築の岡山寮（2015年11月竣工）

2015年度の設備更新実績
空調機更新
照明器具更新
建替（太陽光発電等）

10事業場
6事業場
1事業場

高所作業車を使用した配電線作業

高積載部
大容量

バッテリー部

高圧引留クランプ
カバーの回収

リサイクルされたクランプカバーなど購入

回収・引渡し
中電工

運　搬
運搬会社

回収・売却
中国電力

リサイクル
電材メーカー

［廿日市営業所（新築）に
　　　採用した環境配慮設備］
● LED照明
● 太陽光発電設備設置（屋上）
● 太陽光発電フィルム（窓の一部）
● 「エネ得」（エネルギー監視装置）

　本店 電気ビルに電気自動車充電設備を設置し
ました。
　環境負荷低減に効果のある電気自動車の利用
を推進するため、電気ビルに来館したお客さまも
無料使用ができるようにしています。

本店 電気ビルに電気自動車充電設備を設置

　「緑のカーテン」とは夏季の強烈な日差しを緩
和するため、ゴーヤなどのツル性植物を窓際に植
えて対策を行うことをいいますが、遮光だけでな
く、植物が育ち緑が増えていく様子は心を豊かに
するものです。
　2016年度も多くの事業場で「緑のカーテン」を
実施しました。

緑のカーテンで省エネに取り組んでいます

●2016年度 実施事業場
　・ 三次営業所　・ 山口東部支社
　・ 川本営業所　・ 益田営業所
　・ 金川営業所

●利用時間
　８：３０～１７：００（営業日のみ）

益田営業所（2016年7月撮影）

エコオフィス・エコドライブ

　日常的な照明・空調・OA機器の使用や自動車使用
については、エコオフィス・エコドライブを実践し、省
エネルギーに努めています。
　環境活動の全般的な情報展開については全従業
員を対象にした「環境読本」の配付や環境一般教育
を活用しています。
　またエコドライブの自覚を高めるために自動車に

「エコドライブ宣言車」を表示しています。

事務用品のグリーン購入

　事務用品の購入には「Biznet」を採用してい
ます。
　商品選定時に使用する
カタログから環 境ラベル
やグリーン購入ガイドライ
ンへの適合状況などが確
認でき、また 購 入データ
が使用可能なことから、グ
リーン購入の推進に活用
しています。

[当社の事務用品のグリーン購入基準]
●グリーン購入法適合　●GPNエコ商品ねっと掲載　●エコマーク
●グリーンマーク　●詰替・交換可能、詰替容器への配慮

環境読本

グリーン購入に関する情報も
掲載された商品カタログ

「エコドライブ宣言車」ステッカー

エコドライブ啓発用ステッカー
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　当社は地域に密着した企業として皆さまとのコミュニケーションを重視し、地域清掃などの地域環境保

全活動に積極的に取り組んでいます。

地域環境保全活動（地域交流・社会貢献）

環境月間での地域行事への参加など

　毎年6月に実施される「環境月間」にあわせて、地域社会に少しでも役立てるような活動を実施するととも
に、地域で実施される環境保全活動へ積極的に参加しています。
　また、本月間を省エネ・省資源活動の啓発や整理・整頓・清掃の機会と捉えて、朝礼での啓発や社内清掃活動
等を積極的に実施しています。

　中国電力グループ全体で実施される「エネルギアグルー
プ環境月間」にも同調し、さまざまな活動に参加しています。

ごみゼロ・クリーンウォーク（本店・広島統括支社 他）

近隣地域清掃
（松山営業所）

リフレッシュ瀬戸内統一行動
（竹原営業所）

構内清掃
（安来営業所）

エアコンフィルタ清掃
（高梁営業所）

真締川公園のゴミ拾いおよび除草
（宇部営業所）

三朝街路灯清掃
（倉吉営業所・鳥取電力センター）

「排水溝」及び「クリーンまつえ」（一斉清掃）
（島根統括支社）

環境月間 朝礼（広島統括支社）

おかげさま旬間

　当社は毎年度、地域社会への感謝の意を表する
ための活動を実施しています。その活動は例年「お
かげさま旬間」として実施しています。
　2015年度は11月9日～18日までの10日間、お
客さまへの訪問や社会奉仕活動を通じて、日頃のご
愛顧に対する感謝の気持ちをお伝えしました。

木次大橋イルミネーションの電気設備点検・清掃
（雲南営業所）

水木しげるロードの街路灯点検・清掃および妖怪像の清掃
（米子営業所）

備前市閑谷周辺の樹木伐採
（備前営業所）

吉香公園の街路灯・周辺清掃
（岩国営業所）

気象庁気象研究所周辺の清掃
（東京本部）

　OC東野崎太陽光発電
所（岡山県玉野市）にて、
小学生を対象にした「環
境学習会」を開催しました

（2015.12.8）。
　これは、次世代を担う
子供たちが、少しでも環
境やエネルギー問題につ
いて理解を深めていただ
ければとの思いから、地
域社会奉仕活動の一環と
して、開催したものです。
　同発電所は、当社とオ
リックス株式会社が出資
して設立したOCソーラー
株式会社の発電所です。

OC東野崎太陽光発電所で環境学習会を開催

パネルを前に説明する様子

地球温暖化や
太陽光発電について

説明する様子

　2016年度入社の新入社員が教育研修の一環と
して平和記念公園、MAZDA Zoom－Zoomスタ
ジアム広島、広島城などで清掃活動を行いました。
　清掃活動を通じて、社会人として、また地域に
根ざした企業である中電工グループの社員として
の自覚を醸成する目的で実施したものです。

新入社員の地域社会奉仕活動

4月11日～13日の3日間にわたり清掃活動を実施

2015年度 おかげさま旬間

2015年度 環境月間

2015年度 エネルギアグループ環境月間

社内活動


