
 

 

 

 

平成２７年１０月２８日 

株式会社 中 電 工  

 

「おかげさま旬間」の実施について 

 

当社は、本年１１月９日（月）から１８日（水）までの１０日間、「おかげさま旬間」を実施いた

します。 

 旬間では、各地域での奉仕活動やお客さまへの訪問活動などを通じて、日頃のご愛顧に対する 

「感謝」の気持ちをお伝えします。 

 また、「環境報告書２０１５」・「ビジネスプロフィール２０１５」により、当社の環境への取り組

みや事業内容を幅広く紹介し、今後の企業活動に役立ててまいります。 

 

１．おかげさま旬間の主な行事内容 

①地域社会奉仕活動 

   当社の各事業場において、地域（公園・公共施設等）の清掃活動や電気・空調設備の点検な

どの奉仕活動を行います（別紙「地域社会奉仕活動一覧表」のとおり）。また、将来を担う子供

たちが電気に興味を持ち、電気の仕組みなどを理解するためのきっかけになればとの思いで、

小学校に冊子を寄贈いたします。 

 

さらに、本年度は新たな取組みとしまして、工業高等学校の生徒を当社研修所へお招きし、

安全実習設備の体験・見学会及び高所作業車試乗体験会を実施いたします。 

   ＜安全実習設備の体験・見学会及び高所作業車試乗体験会について＞ 

    日 時：平成２７年１１月１８日（水） 

        午前１０時３０分～１５時００分 

    場 所：当社研修所 

          住所 広島市安佐南区伴東６丁目３番１号 

    見学者：島根県立松江工業高等学校 電気科１年生 約４０名 

  

②お客さま訪問 

   得意先を中心にお客さまを訪問し、日頃のご愛顧に対する「感謝」の気持ちをお伝えすると

ともに、当社の環境への取り組みや事業内容について、理解を深めていただきます。 

 

２．添付書類 

地域社会奉仕活動一覧表 
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別紙 

地域社会奉仕活動一覧表 

 

 支社・営業所 地域社会奉仕活動内容 実施予定日 担当者 連絡先 

広
島
県
地
域
（
松
山
市
・
高
松
市
を
含
む
） 

広島統括支社 児童養護施設の清掃 11月 13日 原田課長 082-253-7101 

総括配電センター 

（広島市中区） 

広島市中区南吉島２丁目付近の清掃 

（高所作業車３台使用） 
11月 10日 金子係長 082-241-0884 

海田営業所 障害者支援施設の電気設備点検・清掃 11月 9日 八城係長 082-822-4146 

坂配電センター 安芸郡坂町横浜中央１丁目付近の清掃 11月 9日 清水係長 082-885-4371 

松山営業所 

（松山市） 

松山市谷町周辺の清掃 11月 10日 

木村課長 089-978-1445 伊予市米湊周辺の清掃 
11月 9日 

伊予市大平地内周辺の清掃 

四国支社 

(高松市) 
ケアハウスの電気・空調設備点検・清掃 11月 13日 磯村係長 087-831-0277 

可部営業所 ＪＲ可部駅前広場の清掃 11月 12日 勝部課長 082-814-2188 

安佐南配電センター  障害者支援施設の電気設備点検・清掃 11月 11日 井上所長 082-848-8660 

廿日市営業所 
ＪＲ宮内串戸駅構内・街路灯の清掃 

（高所作業車１台使用） 
11月 13日 錦織課長 0829-31-1175 

大竹営業所 特別養護老人ホームの清掃 11月 13日 神谷所長 0827-52-4238 

広島中部支社 

（東広島市） 
東広島運動公園の外灯・周辺清掃（高所作業車２台使用） 11月 13日 下迫課長 082-423-2163 

竹原営業所 病院の電気設備点検・清掃 11月 16日 亀井所長 0846-22-2243 

呉営業所 蔵本通りイルミネーション会場の清掃 11月 11日 西森課長 0823-23-9111 

江田島営業所 
特別養護老人ホームの電気設備点検・清掃 

11月 10日 野﨑所長 0823-42-0013 
介護老人保健施設の電気設備点検・清掃 

三次営業所 みよし運動公園の外灯・周辺清掃（高所作業車４台使用） 11月 9日 竹岡副所長 0824-63-6231 

庄原営業所 
上野総合公園の外灯点検・清掃および電気設備点検 

（高所作業車２台使用） 
11月 9日 松尾係長 0824-72-0066 

安芸高田営業所 
安芸高田市吉田サッカー公園の街路灯清掃 

（高所作業車２台使用） 
11月 10日 有馬係長 0826-42-0032 

広島東部支社 

（福山市） 
高齢者専用賃貸住宅の電気設備点検・清掃 11月 12 日 徳永課長 084-922-4850 

府中営業所 
養護老人ホームの電気設備点検・清掃 

（高所作業車１台使用） 
11月 10日 泉所長 0847-45-4311 

尾道営業所 介護老人保健施設の電気設備点検・清掃 11月 11 日 林課長 0848-22-4188 

因島営業所 特別養護老人ホームの外灯・外構清掃 11月 12日 黒田主任 0845-22-1361 

世羅営業所 世羅町庁舎の外灯清掃（高所作業車１台使用） 11月 13 日 加藤所長 0847-22-0717 

電力建設所 

（広島市安芸区） 
広島市安芸区中野１丁目付近の清掃 11月 16日 小野課長 082-893-4111 

技術センター製器工場 

（広島市西区） 
広島市西区観音新町１丁目付近の清掃 11月 10日 山本係長 082-294-0555 

本店 

（広島市中区） 
平和記念公園の清掃 11月 17日 光広課長 082-291-9730 



 支社・営業所 地域社会奉仕活動内容 実施予定日 担当者 連絡先 

岡
山
県
地
域
（
小
豆
島
を
含
む
） 

岡山統括支社、 

金川営業所、 

岡山電力センター

合同 

知的障害者更生施設の清掃（高所作業車４台使用） 11月 15日 金田部長 086-263-4055 

玉野営業所 医療専門学校の清掃（高所作業車２台使用） 11月 11日 松本所長 0863-31-4145 

小豆島営業所 特別養護老人ホームの清掃 11月 12日 秋山所長 0879-82-1125 

西大寺営業所 

（岡山市） 
特別養護老人ホームの清掃（高所作業車１台使用） 11月 13日 赤堀所長 086-942-2924 

備前営業所 備前市閑谷周辺の樹木伐採（高所作業車２台使用） 11月 11日 三宅係長 0869-64-2648 

津山営業所、 

美作営業所、 

真庭営業所合同 

奈義町シンボルロードの清掃 11月 12日 塚本課長 0868-26-0111 

倉敷支社 老人ホームの空調設備清掃 11月 17日 守屋係長 086-466-6121 

児島営業所 病院の空調設備点検・清掃 11月 10日 池田主任 086-472-4830 

水島営業所 自立支援センターの電気設備点検・清掃 11月 11日 原田所長 086-446-4551 

総社営業所 病院の電気設備点検・清掃 11月 12日 赤澤係長 0866-92-2375 

高梁営業所 老人保健施設の清掃（高所作業車１台使用） 11月 13日 清水副所長 0866-22-2288 

新見営業所 
特別養護老人ホームの外灯等点検・清掃 

（高所作業車 1台使用） 
11月 12日 森口係長 0867-72-2131 

笠岡営業所 病院の電気設備・空調設備清掃 11月 13日 松本副所長 0865-62-5153 

井原営業所 特別養護老人ホームの電気設備・空調設備清掃 11月 12日 山村係長 0866-67-0012 

山
口
県
地
域 

山口統括支社 一の坂川周辺の清掃（高所作業車１台使用） 11月 12日 鈴木課長 083-925-1960 

防府営業所 防府駅前周辺の街路灯点検・清掃（高所作業車２台使用） 11月 10日 村田係長 0835-22-2415 

萩営業所 障害者支援施設の電気設備点検・清掃 11月 17日 氏永係長 0838-22-0378 

長門営業所 湯本温泉の街路灯清掃（高所作業車２台使用） 11月 18日 西村係長 0837-22-2131 

宇部営業所 宇部市野球場・周辺の清掃（高所作業車１台使用） 11月 12日 服部課長 0836-31-3277 

小野田営業所 特別養護老人ホームの清掃 11月 11日 濱崎係長 0836-83-2089 

美祢営業所 秋芳洞の清掃 11月 17日 河村係長 0837-52-0195 

下関営業所 特別養護老人ホームの清掃 11月 10日 坪郷係長 083-256-9121 

山口東部支社 

（周南市） 
指定障害者支援施設の電気・空調設備点検・清掃 11月 13日 小田課長 0834-36-3300 

光営業所 光市大和総合運動公園の清掃 11月 13日 山田所長 0833-77-2745 

下松営業所 下松市米泉湖周辺の清掃 11月 12日 勝原係長 0833-43-2020 

岩国営業所 吉香公園の街路灯・周辺清掃（高所作業車４台使用） 11月 11日 西澤係長 0827-22-2131 

柳井営業所 ＪＲ柳井駅地下道の電気設備点検・清掃 11月 12日 渡邉係長 0820-22-2511 

山口電力センタ－

（山口市） 
山口市朝田流通センター団地内の清掃 11月 11日 柏村所長 083-924-3227 



 支社・営業所 地域社会奉仕活動内容 実施予定日 担当者 連絡先 

島
根
県
地
域 

島根統括支社 白潟公園・宍道湖周辺の清掃 11月 12日 伊藤課長 0852-23-2260 

安来営業所 病院の外灯清掃・点検（高所作業車２台） 11月 11日 林係長 0854-22-2429 

隠岐営業所 特別養護老人ホームの清掃 11月 13日 吉野係長 08512-2-1261 

出雲営業所 
特別養護老人ホームの電気・空調設備点検・清掃 

（昇降機２台使用） 
11月 12日 五明田課長 0853-21-3451 

大田営業所 石見銀山付近の街路灯点検・清掃（高所作業車２台使用） 11月 18日 石倉係長 0854-82-0780 

雲南営業所 
木次大橋イルミネーションの電気設備点検・清掃 

（高所作業車２台使用） 
11月 9日 前田所長 0854-42-1018 

浜田営業所 特別養護老人ホームの電気設備点検・清掃 11月 12日 永島係長 0855-22-2740 

川本営業所 デイサービスセンターの電気設備点検・清掃 11月 12日 平田所長 0855-72-0762 

益田営業所 デイサービスセンターの電気設備点検・清掃 11月 12日 山本所長 0856-25-1103 

島根電力センター

（出雲市） 
出雲市今市町北本町５丁目付近の清掃 11月 13日 鈴木所長 0853-25-2524 

鳥
取
県
地
域 

鳥取統括支社 

（鳥取市） 
布勢総合運動公園の外灯清掃（高所作業車２台使用） 11月 13日 田中課長 0857-23-4621 

米子営業所 
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（高所作業車２台使用） 
11月９日 竹内課長 0859-33-3771 

根雨営業所 江府中学校通学路の外灯点検・清掃 11月 9日 三好所長 0859-72-0368 

倉吉営業所、 

鳥取電力センター

（琴浦町）合同 

三朝町総合文化ホールの電気設備点検・清掃 11月 10日 堀池係長 0858-26-0311 

中
国
地
域
以
外 

東京本部 

東京都新宿区西新宿６丁目周辺の清掃 11月 11日 寺岡課長 

03-5324-5211 
気象庁気象研究所周辺の清掃 11月 12日 

久野課長 ユーカリが丘駅前イルミネーション・ライトアップの点

検 
11月 13日 

大阪本部 デイサービスセンターの電気・空調設備点検・清掃 11月 11日 中原課長 06-6362-8651 

九州支社 薬院公園の清掃 11月 13日 渡邉課長 092-531-3661 

沖縄営業所 美栄橋公園の清掃 11月 16日 徳永所長 098-868-2608 

 

 

 

以  上 

 


