
設 置 種 別 施 設 長 名 施 設 所 在 地 ↑◎班長

施 設 名 〔 定 員 〕 電 話 番 号 班員

社会福祉法人 救護施設 山田文夫 甲府市中村町４－１ 　　　　◎タツミエンジニアリング

甲府市社会福祉事業団 甲府市光風寮 〔70〕 ０５５－２２２－２５８１ 　　　　　日本電子サービス㈱

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 鷹野眞砂 鳴沢村５０６１ ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎芙蓉実業㈱

永寿会 富士山荘 〔３１〕 0555-85-2878 施設全体の確認をお願いします。 　　　　　　井出電気㈱

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 鷹野眞砂 富士河口湖町勝山2963番1 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎芙蓉実業㈱

永寿会 富士山荘まほろば 〔２９〕 0555-28-5101 お風呂場の電気設備の点検をお願いします。 　　　　　　井出電気㈱

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 浅川和重 韮崎市富士見二丁目15番27号 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎中楯電気㈱　　　　　　　　　　
燦生福祉会 フルリールにらさき 〔６５〕 0551-30-2211 　　　　　　㈱若尾電気
社会福祉法人 特別養護老人ホーム 石川晴男 昭和町清水新居３２１ 　　　　◎和泉電気工業㈱
ひかりの里 ほたるの郷翔和 〔２９〕 055-231-8001 　　　　　　㈲ブイ・アール・アイシステム
社会福祉法人 特別養護老人ホーム 前島修 市川三郷町高田3043   　　  ◎㈲山梨電気商会
ふれあい倶楽部 りんどうの里 〔６０〕 055-272-3355  　　　      ヒロセ電気㈱
社会福祉法人 特別養護老人ホーム 前島修 市川三郷町高田3043   　　  ◎深澤電工㈱

ふれあい倶楽部 地域密着型りんどうの里 〔２９〕 055-272-3355     　　　  鶴田電気㈱

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 前島修 市川三郷町下大鳥居2132 　　　　◎㈱伸電工業

ふれあい倶楽部 うぐいすの森 〔４９〕 055-272-0036 　　　　　　㈱富士見電気商会

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 杉本君代 富士吉田市下吉田9丁目9-10 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎宮川電気㈱　　　桑原電業㈱

富士吉田市社会福祉事業団 寿荘 〔８０〕 0555-20-1727 コンセントの差込口で修繕して欲しいところがあります。 　　　　　　サンコー電気㈱

社会福祉法人 特別養護老人ホーム 加藤かおり 甲斐市篠原842-1 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎内藤電気商店

燦生福祉会 フルリール甲斐 〔３７〕 055-260-6800 電気ユニットの変更ができるか確認したい 　　　　　　㈱サンテレコム

養護老人ホーム 古屋真里子 山梨市大野1035-1 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎雨宮電気㈱

山梨市 晴風園 〔７５〕 0553-22-0614 　　　　　　㈱ケンメイ

社会福祉法人 軽費老人ホーム 飯島琴江 甲府市羽黒町1657-11 　　　　◎中央電気㈱
奥湯村福祉会 シルバーカレッジ奥湯村 〔５０〕 055-254-1165 　　　　　　日星㈱
社会福祉法人 軽費老人ホーム 矢崎正人 富士川町駅前通2丁目3776 ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎㈱甲斐電気

かじかの会 あさひ鰍沢苑 〔５０〕 0556-20-6188 　　　　　　青木電工㈱

特定非営利活動法人 就労継続支援B型事業所 清水一朗 北杜市高根町村山北割86―6 　　　　◎㈱カナマル　　　㈲タキデン

あさひ 〔１０〕 0551-47-3950 　　　　　　㈲中村電気

特定非営利活動法人 生活介護 清水一朗 北杜市高根町村山北割86―6 　　　　◎㈱カナマル　　　㈲タキデン

あさひ 〔１０〕 0551-47-3950 　　　　　　㈲中村電気

特定非営利活動法人 共同生活事業所 島　武代 北杜市高根町村山北割86―6 　　　　◎㈱カナマル　　　㈲タキデン

あさひ 〔１０〕 0551-47-3950 　　　　　　㈲中村電気

山梨県 あけぼの医療福祉センター 畠山和男 韮崎市旭町上條南割3251-1 　　　　◎関東電設㈱　　　㈱滝田電気商会

128 ０５５１－２２－６１１１ 　　　　　　横森電気工事㈲

社会福祉法人 障害福祉サービス事業所 三宅裕明 富士吉田市富士見4-11-16 　　　　◎㈱和田電業社

不二の里森福祉会 けやき園 〔３４〕 0555-24-8862 　　　　　　㈱柏木電工

公益財団法人 就労支援事業所 藤原忠 山梨市落合860 　　　　◎コスモ電気工業㈱

山梨厚生会 ひらしな 0553-23-5547 　　　　　㈲田中電気

特定非営利活動法人 就労継続支援B型 加々見美津子 富士吉田市松山1248-2 　　　　◎宮川電気㈱　　　桑原電業㈱

五湖の会 就労継続B型事業所木の花 20 ０５５５（２４）５０６１ 　　　　　　サンコー電気㈱

社会福祉法人 障害福祉サービス事業所 堀内一義 富士吉田市上吉田東9-14-18 　　　　◎㈱和田電業社

富士吉田市社会福祉事業団 富士吉田市地域福祉交流センター 〔５０〕 0555-20-1100 　　　　　　㈱柏木電工

社会福祉法人 乳児院 小田切良子 甲斐市島上条１４４１ 　　　　◎㈱小山電気

子育ち・発達の里 ひまわり 〔１０〕 ０５５－２８７－８０８７ 　　　　　　㈱内外

甲府市 甲府市中道保育所 竹中和子 甲府市下向山町９８８－１ 　　　　◎五光電工㈱　　　　※１１日か１９日で

70 055-266-4037 　　　　　　㈱松永電工　　　　　実施する

都留市 都留市立 谷内ゆかり 都留市大幡１５３９ ブレーカーは落とさないでほしい。 　　　　◎㈲佐藤電気商会

宝保育所 〔５０〕 ０５５４－４５－３０８０ 必要に応じ、蛍光灯の交換作業をお願いしたい。 　　　　　　堀内電気㈱

株式会社グローカルエナジー 山田　順子 甲斐市大下条273-8 検温、手指消毒をお願いします。 　　　　◎㈱ディーライト

げんきっこ保育園 19 055-287-9234 所属、連絡先の記入をお願いします。
　　　　　　㈱望月電気

社会福祉法人さくら福祉会 保育所 楯まゆみ 笛吹市御坂町金川原380 　　　　◎㈱滝沢電気

みさかきた保育園 〔75〕 055-263-0556 　　　　　　㈱有電

市川三郷町 西八代郡市川三郷町 　　　　◎㈱大成電気
定林寺立正保育園 功刀貞行 岩間4161番地5 　　　　　　㈱ツヅキ通信特機
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№

 

６年 密にならなければ取材可能

4

設 置 主 体 新型コロナウイルス感染症に関する要望築後年数

４３年

3

できれば予防接種２回終えた方の派遣をお願いしま
す。

7 密にならなければ取材可能１５年

　

そ の 他 要 望

ブレーカーは落とさないでほしい。
古い建物なので、居室のコンセントが破損して
いる箇所もあり、配線や漏電が心配。
入口の自動ドアの部分が雨漏りすると、電球内
に水が溜まるので見てもらいたい。

４１年

ブレーカーは落とさないでほしい。

取材受入
の可否

否

可

否

一部可

一部可

一部可

可

可

5

6 可密にならなければ取材可能

8

否

２０年 可

１年

９年

６年

１５年

６年

２１年 マスク着用をお願いします 可

10

11

12

13

否

４８年

14 44年 検温をお願いしたい。
電源設備が老朽化しているので、漏電がないか点検
していただきたい。

可

15 28年 検温をお願いしたい。 部屋が暗いので照度検査をしていただきたい。 可

16 28年 検温をお願いしたい。
グループホームとして、多くの利用者が夜間共同生
活しているので、漏電等ないか点検していただきた
い。

可

17 15
センター入館を制限中ですので、現地待ち合わせで
お願いします。

風力発電装置及び外灯の点検を希望します。
※当該施設はみだい体育センター（韮崎市旭町上條
南割3314-15）横になります。

可

18 13
来所時に検温・手指消毒・マスク着用のご協力をお
願い致します。

ブレーカーは落とさないでほしい。 可

19 17年 作業前検温と作業中のマスク装着
ブレーカーは落とさないでほしい。
照明機器・電気系統の点検をお願いします。

可

20 20 手指消毒・検温
ブレーカーを落とさないでほしいです
取材の際は、利用者の顔が映らないようにお願いし
ます

可

21 検温をお願いしたい。
ブレーカーは落とさないでほしい。
全体の電気機器を見て頂きたい。

可

9 検温をお願いしたい。

ブレーカーは落とさないでほしい。
コンセントのぐらつき、テレビ裏の配線、街灯の点
検、各棟についている人感センサーの点検等をお願
いしたい。

否

23 28
施設内に入室時の検温とマスクの着用をお願いした
い。

給食室の蛍光灯の安定期の不具合箇所があるた
め、点検をお願いしたい。（作業をしているので、可
能な時間帯が限られています)
※ブレーカーをおとす対応ができません。

可

22

27 48 検温・消毒 可

24 28 検温／手指消毒をお願いしたい。 可

25

26 47
園に入る際のマスク着用、手指消毒、名前、所属、
来園目的、体温、体調、連絡先などを記載していた
だきたい。

ブレーカーは落とさないでほしい。ホールの天井の扇
風機2台、手入れの換気扇2台の掃除をしたいので
外し、職員が洗浄後取り付けてほしい。

可

25

天井のLED電球の交換をお願いします。
11段の梯子の一番上に登って手を伸ばして届くくら
いの高さの天井です。ローリングタワーが必要な高
さ。子どもを保育している時間だと危険なので、事前
に奉仕活動の時間を打ち合わせしたい。

可


