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はじめに

このたびの東日本大震災により亡くなられ，また被災された方々に，心から
のお悔やみとお見舞いを申し上げます。
当社といたしましても，被災地域への電力融通，電力設備の復旧支援および
福島第一原子力発電所周辺への要員派遣や資機材提供を行うなど，全社を
あげて協力してきたところです。

特に，福島第一原子力発電所における事故については，原子力を運転する
事業者として重く受け止めており，事態の推移を注視しながら事実関係の把
握・情報収集に努めています。
島根原子力発電所においては，これまで得られた情報にもとづき津波に対
する緊急安全対策等を行っておりますが，今後とも事故の原因究明や対策検
討等から得られる新たな知見に適切に対応するとともに，昨年の点検不備に
関する再発防止の取り組みを継続してまいります。
当社は，皆さまに安心いただけるよう，安全確保に万全を期すとともに，ご理
解を得ながら，発電所の運営や原子力エネルギーの利用推進に取り組んでま
いります。

また，一連の事態から，当社グループの使命は，お客さまに良質な電気を安
定してお届けすることであるとあらためて強く感じております。

当社を取り巻く経営環境は大変厳しいものですが，グループ経営５ヵ年ビジョ
ンの実現に向け，中長期的展望に立って設備基盤の強化を着実に進めるとと
もに，グループ内で保有する技術・技能の向上と継承に努めながら，一層の業
務効率化を推進し，将来の成長に向けた経営基盤の強化に取り組んでまいり
ます。

当社は本年５月に創立６０年を迎えます。６０年間支えていただいた皆さまに
感謝するとともに，原点に立ち返り，公益事業を担うものとしての使命感と誇り
を持って，お客さま，地域の皆さま，株主・投資家の皆さまのご期待にお応えし
てまいります。

平成２３年４月
中国電力株式会社

1



理解活動

島根県や山口県をはじめ，ご心配をおかけしている皆さまの安心につながるよう，今回の事故を
踏まえた安全対策の検討・実施について，分かり易い情報発信や説明に取り組んでいます。

津波対策をはじめ当社の対策については，適宜，図解等を含めて発信しています。

地域代表者の方々やコミュニティー活動の場で，個別説明に取り組んでいます。

上関原子力発電所建設の準備工事を一時中断し，上関町内で全戸訪問を実施するなど，地元
の皆さまにご説明し，ご理解を得ることを最優先に取り組んでいます。

●松江市および周辺地域における理解活動

●上関町および周辺地域における理解活動

●当社ホームページ，各種メディアによる情報発信

Ⅰ．東日本大震災を受けての当社の対応

島根原子力発電所１，２号機については，経済産業大臣からの福島第一・第二原子力
発電所事故を踏まえた緊急安全対策の実施に係る指示を受け，平成２３年４月２２日に
実施状況を報告しました。今後さらに信頼性を向上できる対策を実施してまいります。
なお，現在建設中の島根原子力発電所３号機においても，１，２号機と同様な安全対策
を講じるとともに，新たに知見が得られた場合には適切に対応してまいります。
また，現在準備工事中の上関原子力発電所についても，このたびの事故から得られる
知見に確実に対応してまいります。

島根原子力発電所における津波対策

●緊急に実施する安全対策

・福島第一原子力発電所における非常用電源の機能喪失および冷却機能喪失等の事象を踏まえ，

島根原子力発電所においては，現時点の情報から考えられる対策を実施しています。

・「緊急時の電源確保」として，高圧発電機車を配備し，発電機用の燃料補給手段を確保しました。

・「緊急時の冷却機能確保」として，原子炉・使用済燃料プールへの代替注水手段を確保しました。

【電源の確保】

高圧発電機車

非常用ディーゼル発電機

燃料タンク

建物内

建物
接続口

ろ過水タンク

復水貯蔵タンク

消防車

仮設ホース

【冷却機能の確保】

ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ
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●更なる信頼性向上対策

・「緊急に実施する安全対策」に加え，中長期的対策として，重要設備を代替する機能の一層の
充実や，想定を超える津波に対しても被害を最小限にするための設備強化等，津波に対する
「更なる信頼性向上対策」を今後２年程度以内に実施していきます。

非常用ディーゼル発電機の

バックアップとして，ガス

タービン発電機を発電所敷

地内の高台に設置する。

水密性を高めた扉への取替

などにより，建物内への浸水

を防止する対策を強化する。

建物の浸水防止対策の強化
（水密性を高めた扉への取替等)

〔平成２４年度内目途〕

原子炉補機海水系ポンプの浸水を防止

するため，海水系ポンプエリアに防水

壁等を設置する。

〔平成２３年度内目途〕

通常の水位

原子炉建物

接続ｹｰﾌﾞﾙ

ﾀｰﾋﾞﾝ
建物

敷地 ４０ｍ級

海

取水槽

海水系ポンプエリアの浸水防止対策

高台（４０ｍ級）への緊急用発電機の追加設置

〔年内目途〕

主要設備への浸水を防止するため，発電所構内

全域について防波壁を強化する。

防波壁の強化

〔２年程度〕

取水槽

【防波壁強化後のイメージ図】

●津波被害を想定した訓練の実施

・平成２３年４月２１日（木），地震の影響により原子炉が自動
停止し，その後，津波襲来により全交流電源が喪失したと
の想定で対応訓練を実施しました。
・本訓練は，経済産業大臣指示に基づき，津波により，３つ
の機能（全交流電源，海水冷却機能，使用済燃料プールを
冷却する機能）を一旦は喪失したとしても，炉心損傷および
使用済燃料の損傷を防止し，冷却機能を回復するまでのプ
ロセスについて，その実効性を確認したものです。

【訓練状況】

海
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Ⅱ．経営基盤の強化

不適切事案の教訓を風化させず，二度と繰り返さないという強い決意に立ち，コンプライ
アンス最優先の経営を推進します。

●コンプライアンス推進計画に基づく諸施策の着実な実施

・全社および組織ごとにコンプライアンス推進計画を策定し，個人情報保護を含む諸施策のＰＤＣＡ
サイクルを展開します。

●職場実態・社員意識調査の実施

・職場実態や社員意識に関するアンケート調査を継続実施し，調査の分析結果をコンプライアンス
推進諸施策の効果の確認や見直しに活用します。

●コンプライアンス研修の実施

・経営層研修や自職場の意識調査結果を踏まえた話し合い研修を継続実施するとともに，各職場
が状況・ニーズに応じて選択研修メニューを活用することにより，効果的かつ自律的な取り組みを
推進します。

●コンプライアンス強調月間の実施［11月］

・不適切事案から得た教訓の風化防止を図るとともに，コンプライアンス意識のより一層の浸透や
業務品質の向上に向けた施策を全社で実施します。

●企業倫理委員会

・コンプライアンスに関する事項について，原則として年４回議論し，取締役会に対して必要な意見
具申を行います。議事概要は，都度ホームページで公開します。

●企業倫理相談窓口

・当社・グループ企業に係る企業倫理上の事案について内部通報できる窓口を，社内（コンプライ
アンス推進部門）および社外（法律事務所）に設置しています。匿名による相談も受け付け，通報
には適切に対応していきます。

（１）コンプライアンスの推進

取締役会

コンプライアンス推進部門

全社のコンプライアンス推進を総括 社外相談窓口

コンプライアンス推進責任者（事業所長等）

コンプライアンス推進役

企業倫理委員会（委員長：会長，委員：社外有識者３名ほか）

社内相談窓口

企業倫理相談窓口

エネルギアグループ企業倫理連絡会議

社員

相
談グループ会社

グループ会社
社員

内部監査部署（考査部門）

社 長

コンプライアンス推進部門長

チェック

所属長
展開

事業本部・部門，事業所

推
進

推進活動に係る
情報共有化等

コンプライアンス推進体制
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（３）供給信頼度の維持，電力品質の維持・向上に向けた設備構築

発電・ネットワーク設備の保安確保・信頼度維持が地域社会の安心の基盤となることか
ら，中長期的な設備展望に立った設備形成・保全を，グループが持つ技術と総合力によ
って計画的かつ着実に進め，信頼に応えます。

発電設備の保安確保と信頼度維持

・安全・安定運転のため，日常の保全活動における点検・検査の結果や国内外の運転経験および

最新の技術的知見等を反映し，予防保全工事を計画的に実施しています。

・耐震性については，新耐震設計審査指針（平成１８年９月改定）に基づき，一層安全性を高める設

計および方策を自主的に実施しています。

・また東日本大震災を受け，緊急安全対策を実施しているところですが，今後，国レベルの対策や

新たな知見にも適切に対応し，皆さまに安心していただける発電所の運営に努めます。

・原子力安全の達成をより強固にするため，原子力品質マネジメントシステム※を構築し，確実な品

質保証活動を実施しています。

●原子力発電所の信頼性向上

●原子力発電所における品質保証活動の実施

※品質マネジメントシステム：業務品質を高めるため，組織を指揮し管理する仕組み。

詳細は，P．１７～１９を参照（２）島根原子力発電所の点検不備に係る取り組み

島根原子力発電所において，点検時期を超過していた機器を使用していたことで，地域
の皆さまをはじめ，広く社会の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしました。
平成１９年度の発電設備の総点検以降，信頼回復に取り組んできましたが，これまでの
取り組みが十分に浸透していなかったことを深く反省しており，現在，再発防止対策に懸
命に取り組んでいます。

・経年設備の更新時期に合わせて，高効率なガスタ

ービンや蒸気タービン等の導入を行い，火力発電所

の熱効率向上を目指します。

●火力発電所の熱効率向上 【柳井発電所 ガスタービン据付作業】

【新成羽川ダム スクリーン取替作業】●水力発電所の改修

・新成羽川発電所（揚水式）用ダムの取水口スクリーン※

は経年による劣化が著しいため取替工事を行ってい

ます。今後もこうした改修を着実に進め，信頼度確保を

図っていきます。

※水車設備への塵芥流入を防ぐための設備。

平成２２年１２月～平成２５年６月工期

約２０万t-ＣＯ２／年ＣＯ２削減量

１２．５万kW／台出力

４３．３％４７．４％[＋４．１％]発電効率

１，１０４℃１，２５０℃燃焼温度

既設更新後

【柳井１号系列ガスタービン（全６台）更新工事概要】

・発電設備の点検の確実な実施，施工後の設備状態の的確な把握，トラブル事例に基づく事前評

価および水平展開の徹底など，保安に関するＰＤＣＡサイクルを回しながら，発電設備の保安確保

に努めています。

・この強化策の一つとして，トラブル事例，保守履歴，懸案事項や水平展開事項等を含む保全・保

安情報を統合管理し，より確実に点検計画や設備保全対策へ反映できる「火力統合設備管理シ

ステム」の導入に取り組んでいます。

●火力発電所の保安確保
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ネットワーク設備の信頼度維持と合理的な形成

携帯電話

災害復旧総合システム

被害設備登録

被害設備登録・送信 被害設備情報

被害規模把握

・供給エリア全体でバランスのとれた復旧体制の早期確立

自然災害発生時には，電柱の倒壊や送電線故障等の被害状況を速やかに把握し，被害の大き

い地域に対し重点的な復旧作業要員の配置および協力会社の応援要請など，被害規模に応じ

た復旧体制を早期に確立します。

・計画的かつ効果的な巡視・復旧作業の実施および支援システムの導入

営業所間の相互応援をサポートするため，全ての配電関係の巡視・復旧用車両に電柱位置検

索機能付のカーナビゲーションシステムを配備しています。また，携帯電話を利用し，巡視に関

する情報を現地からのデータ送信でシステムに自動登録するなど，災害復旧を支援するシステ

ムを導入しています。

●自然災害に備えた対策

【支援システム 運用イメージ図】

・高経年化する電力ネットワーク設備の劣化状態の

見極めと延命化技術の開発など，保全技術の高度

化を進め，適切な設備の保全と有効活用を目指し

ています。

・加速劣化試験※等により設備が経年劣化に至るメ

カニズムを解明し，継続使用可否の判断基準の一

つとして活用しています。

【加速劣化試験の様子】●保全技術の高度化に向けた取り組み

・業務運営の効率化とお客さまサービスの向上を

目指し，住宅用等の低圧契約を対象とする新型電

子式メーターを利用した新たな計量システムの導

入に向け，平成２４年度から，当社関係施設を利

用し，通信性能のフィールド試験を実施します。

・今回のフィールド試験では，導入に向けた第一段

階として，新型電子式メーター用通信装置を最大

で１，０００台程度，当社関係施設に設置し，情報

伝送状況の確認や，天候等の季節的変化および

建物等の周辺環境が通信性能に及ぼす影響につ

いて検証していきます。

●新型電子式メーターの導入検討

【通信性能フィールド試験イメージ図】

新型電子式メーター用通信装置

集約装置
通信回線

データ収集

装置

新型電子式メーター用通信装置同士で
通信し，集約装置まで情報を伝送

新型電子式メーター用通信装置からデータ収集装置までの
情報伝送確認

※設備を実際の使用環境よりも高温で過酷な条件に置き，

模擬的に劣化を早めることで劣化メカニズム等を解明す

る試験。
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・「平成２０～２４年度におけるＣＯ２排出原単位を平成２年度実績（０.６１４kg-CO2/kWh）から平均
で２０％程度低減する」という自主目標を掲げ，地球温暖化防止へ向けた取り組みを積極的に進
めています。

二酸化炭素（ＣＯ２）の排出抑制目標

（４）地球環境問題への対応

地球温暖化防止のための温室効果ガス排出量の削減に向け，非化石エネルギーの
利用拡大および石炭高度利用技術の開発等に引き続き積極的に取り組みます。
また，電気自動車の率先導入や，生物多様性に配慮した事業活動にも取り組みます。

・地球規模での温暖化防止に貢献するため，炭素基金に出資するとともに，諸外国で実施される
温室効果ガス削減プロジェクトへ積極的に参加しています。

・世界銀行炭素基金（ＰＣＦ）
・日本温暖化ガス削減基金（ＪＧＲＦ）
・温室効果ガス排出権共同購入プール（ＧＧ－ＣＡＰ）

炭素基金

炭鉱メタンガス利用 等・ポーランド

小規模水力発電・モンゴル
小規模水力発電，バガス発電※ 他・ブラジル
風力発電・中国
小規模水力発電・インドネシア

温室効果ガス
削減プロジェクト

内 容形 態

※：主にサトウキビの搾りかすを燃料とした発電。

炭素基金・温室効果ガス削減プロジェクトへの参加

メガソーラー（大規模太陽光）発電の取り組み
【完成予想図】

・一般家庭の太陽光発電が今後一層普及すると
見込まれる中，電力品質の確保のため，太陽
光発電大量連系時の系統安定化技術，最適な
送配電ネットワーク技術の開発に取り組んでい
ます。
・その一つとして，分散型電源の単独運転防止
装置※が作動しない場合に対応したシステムの
開発を行っています。

【福山太陽光発電所建設計画の概要】

約２,１００ｔ-ＣＯ２／年ＣＯ２削減量

約３６８万kWh
一般家庭約１，０００世帯の
年間使用電力量に相当

年間発電電力量
（見込量）

３,０００kW出力規模

・平成３２年度までに１万kW程度を目安とした
メガソーラー発電の開発に取り組んでいます。
・このうち，当社初となるメガソーラー発電所を，
広島県福山市箕沖(みのおき)町に建設（着工：
平成２２年１０月）しており，平成２３年１２月に
営業運転を開始する予定です。

太陽光発電の普及拡大に対応した取り組み 【再生可能エネルギー協調・安定化システム イメージ図】

親局からの情報により，配電

系統停電時に，分散型電源を

系統から切り離す

※配電線が停電した場合に感電防止等のため，
分散型電源からの電気を止める装置。
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新エネルギー発電からの電力購入（太陽光発電，風力発電）

・太陽光発電については，平成２１年１１月から
「太陽光発電の余剰電力買取制度」が導入さ
れました。この買取制度は，太陽光発電から
の余剰電力を国が定めた単価により電力会
社が購入し，その費用は電気を使用する全て
の方々にご負担いただく制度です。
・制度の導入以降，太陽光発電からの電力購
入件数は大幅に増加しており，平成２２年度
末現在，購入件数は約７２．８千件，契約容量
は約２８．６万kWとなっています。
・また，風力発電の電力購入契約容量は平成
２２年度末現在，約３０万kWとなっています。

【日置風力発電所(所有者：中電プラント株式会社)】
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【太陽光発電からの電力購入契約件数および契約容量（累計）】
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【風力発電からの電力購入契約容量（累計）】
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石炭ガス化に関する技術の開発

ＣＯ２ 分離回収
・可燃性ガス中のＣＯをシフト反応で
ＣＯ２とＨ２に転換したうえでＣＯ２を
分離回収。

シフト反応
・ＣＯに水蒸気を添加し、触媒反応で

ＣＯ２とＨ２に転換する反応。

空気分離
装置

酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC)※１

石炭

空気

蒸気
タービン

ガス
タービン

発電機

空気

煙突

ガス化炉 排熱回収ボイラ

可燃性ガス，（Ｈ２，ＣＯ等）

酸素

燃焼器

ＣＯ２
輸送・貯留へ

シフト反応器

ＣＯ２ 分離回収

ＣＯ２ 分離回収技術

ＣＯ２ ,Ｈ２

Ｈ２

蒸気

※１：酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC)
酸素を用いて石炭をガス化し，H２とCOを主成分
とする生成ガスを製造し，ガスタービンと蒸気ター
ビンにより複合発電する技術。

※２：石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC)
IGCCに燃料電池を組み合わせて発電効率をさら
に向上させる技術。

ガ
ス
化

・供給安定性・経済性に優れる石炭火力を将来にわたって活用していくため，「高効率化」と「クリー
ン化」に資する技術開発として，石炭ガス化に関する技術の開発に取り組み，空気吹方式，酸素吹
方式の両プロジェクトへ参画することにより早期の技術開発を推進しています。

【酸素吹IGCC実証試験の概要】

平成２９年３月実証試験開始予定

平成２５年３月着工予定

１７万kW級出力規模

大崎発電所構内実証試験場所

○空気吹方式は，電力各社が出資して設立した㈱クリーンコールパワー研究所が主体となり，国
の補助事業として石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）の実証試験を完了しました。
○酸素吹方式は，石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）※２を目指したステップとして，平成２１年
に電源開発㈱と共同出資して設立した大崎クールジェン㈱が主体となって，酸素吹ＩＧＣＣシステ

ムの信頼性・経済性・運用性等の実証試験を実施した後，最新のＣＯ２分離回収技術の適用試
験を行います。
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バイオマス発電の推進

・木質バイオマスを石炭と混焼する発電を，平成１９年８月から新小野田発電所において実施してい
ます。
・更に平成２１年度からは，経済産業省の補助を受け「林地残材バイオマス石炭混焼発電実証事業」
を新小野田発電所および三隅発電所において実施しています。
・本実証事業を進めることで，地域の未利用森林資源の利用を促進し，ＣＯ２排出量の削減や，地域
の活性化等に貢献していきます。

【バイオマス発電の仕組み（三隅発電所）】 【実証試験の概要】

平成21年11月～平成23年2月
：実証設備計画・設置完了

平成23年2月～平成24年度 ：実証試験
平成25年度～ ：本格運用

事業
スケジュール

約３,２００万
kWh／年

約３,５００万
kWh／年

バイオマス
発電電力量
（見込量）

約２.３万t-CO2／年約２.９万t-CO2／年
ＣＯ２
削減量

（見込量）

約３万t／年約３.５万t／年
バイオマス
使用量

三隅発電所
（１００万kW×１基）

新小野田発電所
（５０万kW×２基）

項目

微粉炭機

ボイラ環境対策設備

石炭

貯蔵ｻｲﾛ

ﾊﾞｲｵﾏｽ

計量器
(ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ)

：新設範囲

電気自動車の業務用車両への率先導入

【当社が導入した電気自動車】

※三菱自動車工業㈱製「i-MiEV」と軽ガソリン車における１km走行あたりのＣＯ２排出量の比較（当社試算）

【１km走行あたりのＣＯ２排出量】

＜前提諸元＞
 軽電気自動車の電費：10km/kWh（三菱i-MiEV 10･15ﾓｰﾄﾞ 一充電走行距離）

 軽ガソリン車平均燃費：20.9km/L（全国軽自動車協会連合会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより）

 電気のCO2排出原単位：0.496kg-CO2/kWh（当社平成２１年度実績〔ｸﾚｼﾞｯﾄ反映後〕）

（注）お客さまのご使用環境や車種等により影響は異なります。

軽ガソリン車

軽電気自動車

（三菱i-MiEV）

発電時に
発生するCO2

約６割減

（g-CO2/km）

走行時に発生するCO2

・走行中にＣＯ２を全く排出しない電気自動車は，発電時を含めた１km走行あたりのＣＯ２排出量が，
同クラスのガソリン車の約４割※となるため，運輸部門のＣＯ２排出量削減に大きく貢献するものと
期待されています。
・このように地球温暖化対策として大きな期待が寄せられている電気自動車の一般普及を図るた
め，当社では平成３２年度までに，保有する業務用車両（特殊車両，トラック等を除く）の約４割にあ
たる累計７００台を率先して導入することとしています。これにより，年間約６００t-CO2の削減効果
を見込んでいます。

9



生物多様性に関する取り組み

【貴重種ハンドブック】

【発電所で繁殖中のハヤブサの様子】

【森林保全教育の取り組み】

・経営理念の一つに「自然との調和を求め続けます」を掲げ，地域の特性に応じて生物多様性の保全
に継続的に取り組んでいます。

●発電所構内における「ハヤブサ」との共生
・新小野田発電所では，構内に繁殖している「ハヤブサ」の親
子を発見したため，１０年前から，専門家の指導をいただき
ながら煙突の中段２箇所に巣箱を設置し，繁殖期には保守
工事を避けるなどの配慮を行ったところ，ほぼ毎年２～３羽

のヒナが育っています。

●上関地点での取り組み
・社員・作業員一人ひとりが，建設予定地周辺で確認された
貴重種の特徴やこれを確認した際の注意事項を記載したハ
ンドブックを携行し，発見した場合は，作業を中断するなどの

配慮を行っています。

●水力発電の源泉となる水源涵養林の維持管理
・水力発電に必要な水を継続して確保・利用するため，岡山
県の吉井川・高梁川，広島県の太田川の上流に約1,700ha

の水源涵養林を保有しており，下草刈りや間伐など，適切な
維持管理をすることで，野生動植物の生息環境保護にも寄
与しています。また，この水源涵養林を利用して次世代層向
けの森林保全教育も実施しています。

かん

かん

かん
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（５）技術・技能の継承

業務品質の維持・向上に向け，人・組織の継続的な成長を促す仕組みにより，保有する
技術・技能に幅・深みを持った社員の早期育成に努めていきます。

※１：特定の分野において経験豊富で高い技術・技能を保有する
社員を「エネルギア・マスター」として認定し，その能力を技
術・技能継承活動に活用する制度。

※２：経験豊富な社員を「技術・技能強化チーフ」として選任し，
その能力を個人の育成目標達成支援や教育・研修実施支
援等に活用する制度。

【エネルギア・マスターによる指導風景】

●グループで保有すべき技術・技能の明確化と継続的な検証

・エネルギアグループ技術部門で保有すべき技術・技能を明確化するとともに保有状況の継続的
な検証により，保有すべき技術・技能レベルの維持・向上に努めていきます。

・社員一人ひとりおよび組織の技術・技能レベルを「見える化」することにより，目標を共有し，実践
的かつ体系的な訓練・技術研修等を通じて継続的なレベルの維持・向上に努めていきます。

●人・組織の継続的な成長を促すための技術・技能レベルの「見える化」

●積極的な継承を促す仕組み
・「高度技術・技能者認定制度※１」，「教育スタッフ制度※２」を活用した積極的な技術・技能継承の
促進と，ＯＪＴを中心とした教育支援体制の充実を図り，より高いレベルへの早期育成に努めて
いきます。

【作業を通じた技術・技能継承[水車発電機点検]】

【グループ企業と合同の新入社員教育[配電技能訓練]】

【新入社員教育[発電所運転操作訓練]】

実践訓練や実践的な点検作業を通して，
グループ全体で技術・技能の維持・向上
に努めています。
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グループ企業等との連携による効率化施策の拡大や，当社費用低減に向けた取り組み
により，グループ大の経営効率化を進めています。
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・当社グループでは，平成１６年度からグループ会社・協力会社と連携し，ＳＣＭ活動による効率化
に取り組み，これまでに，ＳＣＭ活動テーマ数は１３８(累計)，グループ企業の３７事業部門(累計)
がＳＣＭ活動に携わってきました。

・今後も，ＳＣＭ活動の更なる定着・拡大に向けて，新たなＳＣＭ活動テーマの掘り起こしや，ＳＣＭ
活動に対する社員の意識向上を目指していきます。

●ＳＣＭ活動の活性化

※ＳＣＭ (Supply Chain Management) ：発注から製造，物流，
工事に至る全業務プロセスを，一つのプロセスとしてとら
え直し，企業や組織の壁を越えてプロセスの全体最適化
を継続的に行い，製品・サービスの顧客付加価値を高め，
高収益をもたらす戦略的な経営管理手法。

細密点検計画の年度内・年度間平準化
によるコスト削減・施工力の確保

水力発電所
細密点検

グループ内技術(特殊部品製作)の活用
による修繕費削減

火力保修

社給資材の輸送ルート見直しによる輸送
コスト削減

資材物流

送電鉄塔および発電所水路の工期短縮，
塗装周期延伸に向けた新塗料採用によ
るコスト削減

塗装工事

電力量計

ＳＣＭ活動の内容

在庫の削減や計器の輸送方法見直しに
よるコスト削減

ＳＣＭ※活動の取り組み

（６）更なる効率化の推進

【近年取り組んできた主なＳＣＭ活動】

【ＳＣＭ活動テーマ数・参加企業数の推移】

・水力発電所の細密点検は，秋期集中や
年度間のばらつきがあり，当社およびグ
ループ会社の業務に，大きな繁閑差が
発生していました。
・そこでＳＣＭ活動で，年度内・年度間の
業務平準化に取り組み，グループ会社
の稼働率向上による原価低減や中長期
の施工力確保を図りました。

ボトムアップ

ピークカット

施工・生産能力

平準化前平準化前

平準化後平準化後

冬秋夏春

※細密点検：部品単位へ分解し，清掃，劣化部品
の交換・調整，再組み立てを行う作業。

（稼働量）

計器製造
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社

当社営業所 工事会社 工事店 施工現場

工事店

計器直送化後

移動ロス

計器直送

移動ロス授受管理業務

施工現場

・［計器直送化ＳＣＭ］では，電
力量計器授受のプロセスを
見直し，電力量計器製造グル
ープ会社から工事店に直接
配送することで，工事会社の
移動ロス低減と，当社の計器
授受管理業務の効率化を図
りました。

計器製造
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社

●ＳＣＭ事例 ［計器直送化］

●ＳＣＭ事例 [水力発電所細密点検※の平準化]

【工場・作業員の稼働平準化イメージ】

【計器直送化の概要（イメージ）】
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・火力発電所の排煙脱硝装置※において，主要部品である触媒が経年劣化し交換する際に，再生
品や海外調達品の活用を進めています。
・火力発電所加圧流動床ボイラの修理方法について，配管の切断・吊上げ等が不要な工法（遠隔
操作による配管保護用プロテクタ取付け）を，グループ企業と共同開発し，修繕費の大幅な低減
につなげました。
※燃焼ガス中の窒素酸化物を取り除く装置。

火力発電所の修繕費低減

請負・資機材等の調達コストの低減

・請負・資機材等の調達にあたっては，東日本大震災による調達リスクを最小限に抑えるよう的確
に対応するとともに，計画段階にまで遡ったVE（バリューエンジニアリング※１）等，効果的な発注方
式の多様化により安定調達と調達コスト低減の両立に取り組んでいきます。
・お取引先さまに対して，ＳＲＭ（サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント）活動※２を積極的に
展開することにより，リスクの早期把握や調達に至る業務全体の改善を目指しながら，戦略的な
パートナー関係を構築していきます。

※１：VE（バリューエンジニアリング）
当社仕様に基づく施工方法のほか，コスト低減・価値向上を可能にする提案を受け，技術面・コスト面
等から総合的に評価し，仕様あるいは工法に反映していく契約方式。

※２：ＳＲＭ（サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント）活動
企業と取引先（サプライヤー）間の双方向の情報共有化により，仕様の変更や生産の効率化等を含め
た取引に関するプロセスを改善する活動。

・制御所システム取替を進めており，現
在，２箇所（宇部・岡山）で運転開始して
います。サーバ統合やセキュリティ技術

の向上等により，コスト低減と信頼度の
向上を図っています。 運転制御用

ネットワーク

益田（H25）

広島（H24）

広島北（H25） 松江（H24） 倉吉（H24）

津山（H24）

宇部

（運転開始） 周南（H24） 岡山

（運転開始）尾道（H25） 倉敷（H25）

サーバ（１１→４箇所へ統合）

監視制御装置の設置箇所の概要

（ ）内は運開年度

制御所システム取替における新技術の導入

【セルフアンローダ※付外航石炭専用船】

※石炭自動荷揚装置

・発電所への燃料安定供給を基本としつつ，経
済性のある燃料調達を行っています。
・石油，石炭，ＬＮＧ，原子燃料の燃料種別毎に
輸入元の分散化を図るとともに，多様な契約
の組み合わせやスポット調達の活用，外航・内
航輸送船の専用船化等の効率的な運用に取
り組んでいます。

燃料調達における取り組み

【監視制御装置の設置場所の概要】

（ ）内は運転開始年度
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インターネット関連事業（情報通信事業）
・光ファイバーやＩＣＴ（情報通信技術）等の活用による中国地域の高度情報化や，地域やお客さま
のニーズに合った魅力的なサービスの創出・提供など，グループの経営資源を最大限に生かし
た取り組みを展開しています。

【法人のお客さま】

最新の情報通信技術とプロフェッショナルス
キルでトータルICTソリューションを提案するブ
ランド「EneWings(エネウィングス)」のもと，イ
ーサネット通信網サービス（V-LAN）などを提
供し，多様化するお客さまのニーズにお応え
していきます。

【個人のお客さま】

光ファイバー設備を活用したインターネット
接続サービス『メガ・エッグ』に電話と放送サ
ービスを加えた「トリプルサービス」を提供して
います。

（７）グループ事業の推進

・㈱エネルギア・コミュニケｰションズ

・㈱ひろしまケーブルテレビ

グループの強みを活かせる事業領域へ集中的に経営資源を投入することで，収益力を
高めます。今後も，中国地域を事業展開の基盤としつつ，お客さまの利便性や快適性向
上に資するサービスを提供していきます。

【関係グループ企業】

0

20

40

60

80

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
計画

【販売量の推移】（万ｔ）

（年度）

ガス事業（総合エネルギー供給事業）

・水島，柳井の両基地から，中国地域全域のお客さまに天然ガスをお届けしています。
・平成２３年４月の水島基地増設タンク完成に加え，岡山向けガスパイプライン建設工事が平成２３
年度中の完成予定であり，天然ガス需要の増加に対応して，より一層の安定供給とガス事業の拡
大を進めていきます。

柳井LNG基地の概要
・設備：LNGﾀﾝｸ 8万ｋｌ×6基
・年間取扱数量：150万ｔ程度

【関係グループ企業】

・㈱エネルギア・ソリューション・

アンド・サービス
・水島エルエヌジー㈱
・岡山パイプライン㈱

・水島エルエヌジー販売㈱

柳井LNG基地

水島LNG基地

岡山ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの概要
水島基地～岡山市内
（直線距離約30ｋｍ）
・輸送能力：35万ｔ/年程度

水島LNG基地の概要
・設備：LNGﾀﾝｸ 16万ｋｌ×2基
・年間取扱数量：120万ｔ程度
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石炭灰有効活用事業（環境調和創生事業）

【浸透柱造成工事】 【浸透柱造成後の有機泥減少の様子】

 
【関係グループ企業】
㈱エネルギア・エコ・マテリア

【工事直後】

・石炭火力発電所から出る石炭灰の有効利用拡

大に，グループ一体となって取り組んでいます。

・石炭灰製品Ｈｉ(ハイ)ビーズは高い透水性能を有

しており，ヘドロ状に堆積した河川干潟の泥中

にＨｉビーズを用いた浸透柱を造成することによ

り，泥中の水の循環・酸素の供給量を増加させ

ます。

・当社が広島市内の旧太田川で実施している実

証試験では，ヘドロの減少や生物の増加など顕

著な改善効果が表れています。

・中国地方整備局が実施している海

田湾における底質改善パイロット

事業にも用いられています。

・また，中国地方整備局・広島県等

が海域環境改善への取り組みの

一環として実施する，福山港内港

での実証試験において，Ｈｉビーズ

の提供等の協力をしています。

浸透柱設置の効果
により，泥層が除去
され，頭部が突出

76.5 83.8 75.5 66.5
79.3

0.9
2.6
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石
炭
灰
発
生
量

98.999.699.397.094.3
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有
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目標値

【石炭灰発生量・有効利用率の推移】

有効利用率

処分量

有効利用量

実績 実績 実績 実績 見込
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（８）海外事業の展開

・中国およびポーランド等における石炭火力発電所の効率改善プロジェクトや，ODA（政府開発援
助）案件を中心とするアジア地域でのコンサルティングのほか，ＣＯ２排出クレジットの取得にも取り
組んでいます。

人材および技術力を有効活用し，事業機会の拡大，企業活力の向上等を目的として，
国際貢献に役立つ海外事業に取り組んでいます。これまで培った知見を海外事業展開
に活用することで，新たな海外投資案件の発掘・具体化にも取り組み，地球環境問題へ
の貢献等，社会の持続的な成長に寄与します。

【石炭火力クリーンコール技術適用
可能性調査】（ポーランド）

【ジャトロファ発電技術開発支援
研究協力事業】（カンボジア）

【水力建設工事コンサルティング】
（ベトナム）

地球環境問題への貢献

・特許技術を活用した効率化施策の累計金
額を特許の価値として評価し，その評価額
を「差止リスク回避額」と呼んでいます。

・平成２１年度（2009年度）の「差止リスク回
避額」は２７６億円となり，平成２０年度
（2008年度）から６３億円増加しました。

●知的財産報告書の発行

●特許の価値の定量的評価

・昨年に引き続き，平成２３年２月に 「エネ
ルギアグループ知的財産報告書(2011年2
月）」を発行し，研究開発および知的財産
に関する考え方と取り組みや，これまでの
成果を最新のデータで紹介しています。

（９）知財戦略の推進

事業運営のあらゆる場面で産み出されている知的資産を漏れなく知財化し，活用するこ
とにより，市場競争力の強化と企業価値の向上を図ることを目的として，知財戦略を積
極的に推進しています。

特許出願の目的

ライセンス収入獲得ライセンス収入獲得自由度確保自由度確保 他社技術導入他社技術導入

差止めを受ける差止めを受ける ライセンス料等支払いライセンス料等支払い

他社特許技術で事業が

できない（遅延も含む）
他社特許技術を自社で実施する場合

ライセンス料・損害賠償を支払

競合他社が権利確保すると

自社特許技術で事業を

自由に実施
他社実施で

ライセンス料を獲得
クロスライセンスによって

他社技術を活用

特許出願の効果（特許価値評価）

差止リスク回避額差止リスク回避額
ライセンス料等支払
リスク回避額（α）

ライセンス料等支払
リスク回避額（α）

他社技術導入原資
獲得額（α×A※）

他社技術導入原資
獲得額（α×A※）

※Ａ：対象企業との事業規模比

特許出願の効果：特許価値評価

差止リスク回避額
ライセンス料等

支払リスク回避額（α）

他社技術導入
原資獲得額（α×Ａ※）

2009年度（ａ）

2008年度（ｂ）

ａ－ｂ

２７６億円 １１３億円 （１１３億円×A）

２１３億円 ７４億円 （７４億円×A）

６３億円 ３９億円 －

・平成２３年４月１８日に，経済産業省特許
庁主催の「平成２３年度 知財功労賞」にお
いて，「経済産業大臣表彰(特許活用優良
企業)」を受賞しました。

●知財功労賞の受賞
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【資料１】島根原子力発電所の点検不備に係る取り組み

・島根原子力発電所（１，２号機）において，５１１機器の点検時期を超過していた機器を確認し，平

成２２年６月，再発防止対策等を取りまとめ，国へ報告しました。なお，点検時期を超過していた機

器の健全性の確認は，平成２３年１月に終了しました。

・二度と同じ過ちを繰り返さないために，取り組みが十分でなかった 「原子力品質マネジメントシス

テム※１の充実」と「原子力安全文化※２醸成活動の推進」を柱に再発防止対策を実施しています。

これまでの対応について

※１：品質マネジメントシステム：業務品質を高めるため，組織を指揮し管理する仕組み。
※２：原子力安全文化：原子力施設の安全性には，すべてに優先して注意が払われるべきと考える風土や気質。

電動弁他：運転中に操作する弁

手動弁他：運転中に操作をしない弁

その他 ：ヒューズ等250

207

54

【点検時期を超過した５１１機器の種別分類】

機器

機器

機器

・点検時期を超過した機器を使用していたことは，業務の一部で，不適合管理を適切，確実に行う

ための仕組みが不足していたと考えています。

・この対策として，業務上で不適合が懸念されるすべての情報について，その不適合による影響や

重要性について審議する「不適合判定検討会」を発足させました。

・審議結果により，業務の是正が必要な案件は，都度，適切に処置し，その是正内容を当社ホーム

ページで公開し，地域の皆さまに対して情報発信をしています。

原子力品質マネジメントシステムの充実

●不適合管理※プロセスの改善

不具合箇所の是正

業務上の是正内容に関わる情報公開

（ 当社ホームページで公開）

報 告
全ての不具合情報

不適合判定検討会

不適合管理の要否判定および重要性

等の決定

審議結果

（１）二度と同じことを繰り返さないための仕組みづくり

※不適合管理：機器が要求事項を満たしていない状態で放置されないように，正常な状態と区分して管理すること。
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・点検時期を超過した機器を使用していたことは，社外からの規制要求事項の変更に速やかに対
応できる仕組みが十分でなかったと考えています。

・この対策として，発電所と本社の連携を強化するために，二つの会議体を発足し，発電所と本社

が優先すべき課題を共有し，解決に必要な施策をタイムリーに実施することで，迅速な課題解決
に向けて取り組んでいます。

・また，業務上関連の深い複数の「課」を「部」として統合し，発電所内の統括機能と連携強化を図り
ました。

●原子力部門の業務運営に係る仕組み強化

発電所

本 社

会議体の設置 （ 原子力部門戦略会議※１，原子力安全情報検討会※２ ）

※１：原子力部門戦略会議：原子力部門の重要課題を統括して検討する。

※２：原子力安全情報検討会：社外からの個別課題（法令変更他）を社内関係者で検討する。

部制導入

品質保証部（２課を統合），技術部（４課を統合）

発電部（２課を統合），保修部（９課を統合）を発足

課長

課長部長

・平成２２年６月２９日，「原子力強化プロジェクト」を設置し，原子力安全文化醸成に関する施策を
検討・実施しています。あわせて，第三者視点からの提言を受ける観点から，社外有識者を中心
に構成する「原子力安全文化有識者会議」を設置しました。
・安全文化醸成に関わる一連の活動状況については，定期的に経営層へ報告し，改善・定着
化を図っています。

原子力安全文化醸成活動の推進

点検不備問題の根本原因には，当社の企業風土に関する問題も挙げられることから，さまざまな

「安全文化」の醸成施策を検討・実施しています。

（２）二度と同じことを繰り返さないための人づくり

● 「原子力強化プロジェクト」および「原子力安全文化有識者会議」の設置

※原子力部門社員対象の意識調査アンケート等により多面的に評価。

報告

提言

報告

有識者会議

活動の実施

評価

経 営会 議

再発防止の
活動計画

改 善・指 示報告

意 見

社 長

原子力強化
プロジェクト

発電所

※
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・地域の皆さまとの対話活動を継続的に実施し，「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける」とい
う意識の向上を図っています。

【戸別訪問】

【行動基準の掲示】

（原子力発電所 玄関）

【チラシ配布による理解活動】

≪行動基準の例≫

「決められたことは確実に実行しよう」

「一人で悩むな，報・連・相で確実に業務を実行しよう」

・当社に寄せられたお客さまからのご意見等を基に，原子
力発電所の職場内で話し合い研修を実施し，研修を踏ま
えた行動基準を策定するなど，社員の意識改革に取り組
んでいます。

●社員の意識改革

●対話活動の推進

・社外委員は，地元有識者および一般有識者の計１１名で構成し，第三者の視点から再発防止対
策の実施状況について確認・助言をいただくとともに，原子力安全文化の醸成に向けた取り組み
に対する提言をいただき，施策に反映しています。

・今回の教訓を決して風化させないため６月３日を「原子力安全文化の日」に制定し，安全文化の
大切さを全社（関係・協力会社を含む）で共有し確認するとともに，風化させないための取り組み
を継続実施していきます。

≪主なご意見≫

・安全文化については，原子力部門だけの問題とせず，

中国電力全体の問題として対処していく必要がある。

・安全文化は長い目での評価が必要。大切なことは地道

な活動をどれだけ続けられるか。

・戸別訪問をコミュニケーションにつなげるには，継続する

ことが大切。

●第三者視点の取り入れ（原子力安全文化有識者会議）

●風化防止への取り組み

【第１回原子力安全文化有識者会議】
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(082)
429-2100

各種水車，発電機および補機類，水中タービン発電機，ダム・ゲート関係制御装置および計

測機器（濁度・水位・気象）等の製造・販売など
イームル工業㈱

http://www.eaml.co.jp/

(082)
291-7411

電気設備工事，エネルギー関連，送配電線工事，情報通信設備工事，空調管設備工事，

水道施設工事，環境関連，防災・消防設備工事，リニューアル・リフォーム，鉄塔工事，土木

建築工事，電気機器の設計・製作・販売・修理・据付・保守，ソフトウェア開発，ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務

㈱中電工
http://www.chudenko.co.jp/

(082)
545-7282

酸素吹石炭ガス化複合発電技術および二酸化炭素分離回収技術に関する大型実証試験
の実施

大崎クールジェン㈱
http://www.osaki-coolgen.jp/

(082)
243-6606

コンクリート製品製造・販売，土木・基礎工事の施工，環境調和創生事業，産業廃棄物処理

など
中国高圧コンクリート工業㈱

http://www.gr.energia.co.jp/kouatsu/

(082)
282-1341

配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤(高機能住宅用分電盤)・配電盤・電子応用機器
（直流電路地絡検出装置・無停電電源装置）および住宅内情報監視・制御システム(あんし

んモニコン)等の製造・販売など

テンパール工業㈱

http://www.tempearl.co.jp/

(082)
541-1110

電気給湯機・電気クッキングヒーター・太陽光発電システム等の住宅設備機器の販売・リー

ス，学校空調一括サービス，熱供給など
㈱エネルギア・ライフ＆アクセス

http://www.enela.co.jp/

(082)
255-5501

土木，建築，電気・通信，情報，環境，機械設備などに関する構想づくりから調査・計画・設

計・施工監理・維持管理にかかわる技術コンサルタント
中電技術コンサルタント㈱

http://www.cecnet.co.jp/

(083)
282-1111

タービンケーシング等の一般・特殊鋳鋼品の製造・販売，発電設備等の非破壊検査，バル
ブメンテナンスなど

㈱小月製鋼所
http://www.gr.energia.co.jp/ozuki/

(082)
242-0291

環境保全装置の運転，環境調査，化学分析，海上運送・通関など
中電環境テクノス㈱
http://www.e-ckt.jp/

(082)
286-3411

電気温水器（業務用・家庭用）・エコキュート（業務用・家庭用）・変圧器・配電盤・制御盤・特
高受変電設備・フリッカ抑制装置・屋上緑化システム等の製造・販売など

中国電機製造㈱
http://chuki.jp/

(082)
890-8210

電力量計・省エネ関連機器・監視カメラ等ｾｷｭﾘﾃｨ関連機器の製造販売，情報インフラ・ネッ
トワークの構築および関連機器の販売，保護ﾘﾚｰの製造・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ，ﾃﾚﾋﾞ電波障害の調査・
対策工事など

中国計器工業㈱
http://www.chukeiko.co.jp/

(082)
252-4311

自家用発電設備・受変電設備・風力発電設備やリサイクル・ゴミ処理施設の建設・保守，送
電鉄塔利用サービスなど

中電プラント㈱
http://www.chuden-plant.co.jp/

(082)
505-1500

一般建築工事・住宅リフォーム，ビル・マンションリニューアル工事，塗装工事など
中電工業㈱
http://www.chuden-kogyo.co.jp/

電

気

事

業

サ

ポ

ー

ト

ほ

か

－電気供給事業瀬戸内パワー㈱

(084)
945-3705

火力発電事業
瀬戸内共同火力㈱
http://www.setouchi-kyouka.co.jp/index.html電

気
事
業

電話番号事業内容会社名・ＵＲＬ

【資料２】グループ企業の概要

(082)
242-7835

不動産，緑化，ビル管理，リース，保険，旅行，福利厚生施設の管理･運営など
中国企業㈱
http://www.chuuki.co.jp/

ビ

ジ

ネ

ス

・
生

活

支

援

事

業

(082)
543-5060

エネルギアグループ内金融，管理間接業務(経理・労務・資材)の事務代行など
㈱エネルギア・ビジネスサービス
http://www.ebs-web.co.jp/

(082)
546-3060

戸建住宅の分譲，賃貸住宅，スーパー銭湯「ほの湯」，駐車場など
㈱エネルギア不動産
http://www.energia-fudosan.com/

(082)
244-3796

物流事業（運送・倉庫等）
㈱エネルギア・ロジスティックス
http://www.ene-logi.jp/

(082)
232-4286

印刷，広告（電柱・一般），イベント企画，ホームページ作成，採用事業（就職情報サイト「マ
イナビ」の代理店）など

産興㈱
http://www.sankoweb.co.jp/

(082)
544-4830

老人ホームの運営・管理，居宅介護サービス（居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・デイサ
ービスなど）

㈱エネルギア介護サービス
http://www.energia-cs.co.jp/

(082)
244-2352

人材派遣，人材紹介
㈱エネルギア人材ソリューション
http://www.jinzai-solution.co.jp/

(082)
543-5855

法人・団体（共済会・社員会・協会・組合等）の福利厚生代行サービス，社宅管理・海外赴任

支援・シニア向けセカンドライフ支援など人事・労務等に関する総合的支援サービス
㈱福利厚生倶楽部中国
http://www.fukuri-chugoku.co.jp/

(082)
545-5607

新築・既存住宅の住宅性能評価・表示サービス，建築確認検査サービス，住宅瑕疵担保責

任保険の取次など
ハウスプラス中国住宅保証㈱

http://www.jutakuhosho.com/

(082)
545-1543

石炭灰有効活用商品・石灰石粉末の製造・販売など
㈱エネルギア・エコ・マテリア

http://www.energia-eco-materia.co.jp/

環
境
調
和

創
生
事
業

(082)
544-2330

燃料（ＬＮＧ・石炭）の販売，電気・熱エネルギーの供給サービス（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ・地域
エネルギー供給システムの設置・メンテナンス等），ＬＮＧ利用高効率設備の企画・開発など

㈱ｴﾈﾙｷﾞｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ
http://www.gr.energia.co.jp/ess/

総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業

(086)
448-0055

ＬＮＧ基地の運営（LNGの受入・貯蔵・気化・送出サービス）
水島エルエヌジー㈱
http://www.m-lng.co.jp/

(082)
545-0683

発電設備の技術研修・エンジニアリング・ＩＴソリューション・環境ソリューション
㈱ﾊﾟﾜｰ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

http://www.energia-pet.co.jp/

(086)
448-0069

ＬＮＧの調達・販売
水島エルエヌジー販売㈱
http://www.m-lng.co.jp/

(086)
446-4311

ガス導管事業 （天然ガス輸送導管の建設・運営）岡山パイプライン㈱
http://www.energia.co.jp/group/pipe-line/index.html

(082)
256-1811

ケーブルテレビサービス・ケーブルインターネットサービス(広島市･廿日市市および呉市・安
芸郡府中町,海田町,坂町,熊野町の各一部）

㈱ひろしまケーブルテレビ
http://www.hicat.ne.jp/

(082)
247-8511

通信サービス(インターネット接続（ＭＥＧＡ ＥＧＧ） ，光電話／光テレビ，イーサネット通信

網サービス（Ｖ－ＬＡＮ），専用サービス)，情報サービス(システム構築・保守・運用 ，パッケ

ージ販売 ，ネットワーク構築・セキュリティ，ＯＡ機器販売，データセンター)

㈱エネルギア・コミュニケーションズ
http://www.enecom.co.jp/

情
報
通
信
事
業

電話番号事業内容会社名・ＵＲＬ

(082)
242-7511

低圧電気設備の漏電調査・安全診断（住宅・商店など），自家用電気工作物の保安管理業

務（ビル・工場など），電気の使用安全広報など
〔参考〕（財）中国電気保安協会
http://www.ces.or.jp/
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中電工業(株) 中電プラント(株) 中国計器工業(株) 中国企業(株) 中国電機製造(株)
中電環境テクノス(株) (株)エネルギア・コミュニケーションズ (株)エネルギア・ビジネスサービス
(株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス (株)エネルギア不動産
(株)パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス (株)エネルギア・エコ・マテリア
(株)小月製鋼所 中電技術コンサルタント(株) (株)エネルギア・ライフ＆アクセス
(株)エネルギア・ロジスティックス テンパール工業(株) 中国高圧コンクリート工業(株) 産興(株)
(株)エネルギア介護サービス (株)エネルギア人材ソリューション 瀬戸内共同火力(株)
(株)福利厚生倶楽部中国 水島エルエヌジー(株) 瀬戸内パワー(株) 岡山パイプライン(株)
大崎クールジェン(株) (株)中電工 水島エルエヌジー販売(株) ハウスプラス中国住宅保証(株)
(株)ひろしまケーブルテレビ イームル工業(株)
〔参考〕(財)中国電気保安協会

中国電力株式会社
〒730-8701 広島市中区小町４番33号
 (082)241-0211(代)
http://www.energia.co.jp/

エ ネ ル ギ ア グ ル ー プ 企 業


