
 

2022年 5月 27日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2022年 5月 26日（木） 

2. 該当者 事務職社員 

3. 勤務場所 そらの販売センター（所在地：広島市佐伯区石内東 1丁目 2-1） 

                     

4. 勤務状況 

主に上記勤務場所において事務に従事しており、感染可能期間に当たる 5 月 23 日（月）以降

に不特定のお客様との接触はありません。 

 

5. 対応状況 

当該社員が所属する事務所及び関係施設は、保健所の指導による消毒作業を実施しております。 

通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等

の感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              

以 上 

 

 

 



 

2022年 5月 25日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2022年 5月 25日（水） 

2. 該当者 事務職社員 

3. 勤務場所 広電タワービル 3階 （所在地：広島市中区東千田町 2丁目 9-57） 

                     

4. 勤務状況 

主に上記勤務場所において事務に従事しており、感染可能期間に当たる 5 月 22 日（日）以降

に不特定のお客様との接触はありません。 

 

5. 対応状況 

当該社員が所属する事務所及び関係施設は、保健所の指導による消毒作業を実施しております。 

通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等

の感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              

以 上 

 

 

 



 

2022 年 5月 16 日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員 1 名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2022 年 5月 14 日（土） 

2. 該当者 事務職社員 

3. 勤務場所 広電タワービル 3 階 （所在地：広島市中区東千田町 2 丁目 9-57） 

                     

4. 勤務状況 

主に上記勤務場所において事務に従事しており、感染可能期間に当たる 5 月 11 日（水）以降

に不特定のお客様との接触はありません。 

 

5. 対応状況 

当該社員が所属する事務所及び関係施設は、保健所の指導による消毒作業を実施しております。 

通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等

の感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              
以 上 

 
 

 



 

2022 年 3月 28 日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2022 年 3月 25 日（金） 

2. 該当者 技術職社員（20歳代） 

3. 勤務場所 広電宮島口駅土木 JV 工事事務所 

（所在地：広島県廿日市市宮島口 1 丁目 11） 

                     

4. 経過 

・ 当該社員は、3月 25 日（金）に体調不良を訴え、病院で抗原検査を受検した結果、 

陽性であることが判明しました。 

・ 現在、広島市保健所の指示のもと自宅待機中です。 

 

5. 勤務状況 

主に広電宮島口駅移設工事 JV 現場事務所に勤務しており、不特定のお客様との接触はありま

せん。 

 

6. 対応状況 

・ 当該社員が勤務する事務所及び関係施設は消毒済です。 

・ 通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等の

感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              
以 上 

 
 

 



 

2022年 1月 11日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2022年 1月 9日（日） 

2. 該当者 技術職社員（10歳代） 

3. 勤務場所 広電タワービル 3階 （所在地：広島市中区東千田町 2丁目 9-57） 

及び  

海老山現場事務所（所在地：広島市佐伯区旭園 3-33清水ﾋﾞﾙ 501） 

                     

4. 経過 

・ 当該社員は、1月 7日（金）夜、新型コロナウイルス陽性者と接触していたことが判明したた

め、翌日の 1月 8日（土）に PCR検査を受検しました。 

・ その結果、1月 9日（日）に陽性であることが判明しました。 

・ 現在、広島市の指示のもと自宅待機中です。 

5. 勤務状況 

主に広電タワービル及び海老山現場事務所に勤務しており、不特定のお客様との接触はありま

せん。 

 

6. 対応状況 

・ 当該社員が所属する事務所及び関係施設の消毒は、消毒業者により実施済です。 

・ 通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等の

感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              

以 上 

 

 

 



 

2021年 8月 2日 

                                   広電建設株式会社 

当社社員の新型コロナウイルス感染について 

 

 

このたび、当社社員１名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。詳細は下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 判明日 2021年 7月 30日（金） 

2. 該当者 事務職社員（50歳代） 

3. 勤務場所 広電タワービル 3階 （所在地：広島市中区東千田町 2丁目 9-57） 

及び  

そらの案内センター（所在地：広島市佐伯区石内東 1丁目 2-1） 

                     

4. 経過 

・ 当該社員は、7月 30日（金）に広電タワービルで勤務中、他社の新型コロナウイルス陽性者と

の接触が判明したため、勤務を中断して退社し、PCR検査を受検しました。 

・ その結果、7月 31日（土）に陽性であることが判明しました。 

・ 現在、保健所の指示のもとホテル療養中です。 

5. 勤務状況 

主に広電タワービル及びそらの案内センターに勤務しており、不特定のお客様との接触はあり

ません。 

 

6. 対応状況 

・ 当該社員が所属する事務所及び関係施設の消毒は、消毒業者により実施済です。 

・ 濃厚接触者に特定された社員はおりません。 

・ 通常より、当社の全ての社員は、マスク着用や手洗い、手指消毒の徹底、検温確認の実施等の

感染症対策を行っております。 

 

お客様にはご心配をおかけしますことをお詫び申し上げます。引き続き保健所および関係行政機

関と連携を取りながら、より一層感染予防・感染拡大防止の徹底を図り、お客様に安心して当社サ

ービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。何とぞご理解を賜りますようよろしくお願

いいたします。                              

以 上 
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