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2021年度によんでんグループが四国の各地域で実施した
環境保全活動をまとめました。

【本報告書の見方】
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① 活動を実施した県 ② 活動内容

③ 実施者（主催が分かる場合は表記）

④ 下記に該当する場合に表示

地域と共に

グループで

地域のみなさまと共同で実施

よんでんグループ複数社で実施

⑤ 活動写真 ⑥ 活動内容の補足説明

次のページから
活動実績を
報告するよ



香川県
香川･よんでん五色の森 森林保全活動
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･香川県･高松市･
鬼無財産区

｢高松市中央公園内照明灯清掃奉仕事業｣
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･四電エンジニアリン
グ㈱・㈱四電工他 <主催>高松商工会議所電気部会

銭形砂絵(寛永通宝)の｢砂ざらえ｣
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･㈱四電工他
<主催>観音寺市

モミジの成長を促すため下草狩りを実施

平成20年度より毎年活動を実施

栗林公園 高木剪定･電気設備点検

地域と共に グループで 地域と共に グループで

｢栗林公園おもてなしクリーン作戦」
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業他
<主催>栗林校区コミュニティ協議会

四国電力㈱･四国電力送配電㈱･四国電気保安協会

地域と共に グループで

地域と共に グループで グループで



総研周辺･汐入川川岸･屋島遍路道 清掃
四国電力㈱･㈱四国総合研究所･㈱四電技術コンサ
ルタント･テクノ･サクセス㈱･㈱よんでんプラス

ヨンデンビル(高松市)周辺 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱

観音寺営業所･事業所周辺 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱

丸亀変電所周辺 清掃
四国電力送配電㈱

坂出PS周辺 県道グリーンベルト 清掃
四国電力㈱･四電エンジニアリング㈱･四国計測工
業㈱･四電ビジネス㈱他

グループで グループで

グループで

6月と10月に清掃・除草活動を実施

屋島遍路道清掃<㈱四国総合研究所>

グループで



四C本社(高松市)周辺 清掃
㈱四電技術コンサルタント

多度津地区各事業場周辺 清掃
四国計測工業㈱

新高松データセンター周辺 清掃
㈱STNet

ことでん潟元駅周辺 清掃
㈱よんでんプラス

高松市中央公園 清掃
四電エナジーサービス㈱

その他にも下記の活動を実施しました
坂出事業所周辺 清掃

>> 四国電力送配電㈱

讃岐変電所周辺 清掃

>> 四国電力送配電㈱

中讃営業所･丸亀事業所周辺清掃

>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱

｢中央通り一斉清掃｣

>> ㈱ケーブルメディア四国 <主催>高松市

四B本店(高松市)周辺清掃

>> 四電ビジネス㈱

白峰展望台周辺 清掃･木製ベンチ塗装

>> ㈱四電工

など

地域と共に

グループで



徳島県
新町川流域(ひょうたん島周辺) 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱他
<主催>新町川を守る会

｢とくしままちなか花ロードproject」 吉野川河川敷 清掃
四国電力㈱･国土交通省美馬出張所･水資源機構池田
事務所他 <主催>吉野川西部漁業組合

清掃船に乗って浮遊ゴミ等を回収

毎月1日の清掃活動に参加

｢アドプトプログラム吉野川｣ 清掃活動江川湧水源周辺 美化活動
四国電力送配電㈱･OB･㈱四電工･地域のみなさま他
<主催>江川エコフレンド

四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業他

四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業他
<主催>新町川を守る会

地域と共に グループで 地域と共に グループで 地域と共に

地域と共に グループでグループで地域と共に



伊予川(銅山川)河川敷 清掃
四国電力㈱･地域各企業･自治会のみなさま他
<主催>伊予川芋炊き会

大宮八幡神社 清掃
四国電力送配電㈱

安楽寺 境内･駐車場清掃･電気設備点検
四国電力送配電㈱･OB･㈱四電工･四国電気保安協会

橘湾PS周辺 小勝島東側海岸 清掃
四国電力㈱･地域企業

柳瀬神社 清掃
四国電力㈱･地域のみなさま

地域と共に

地域と共に地域と共に

グループで

下記の寺社でも清掃活動を実施しました
十二社神社 清掃

>> 四国電力㈱

出羽神社 清掃

>> 四国電力㈱

薬王寺 清掃･電気設備点検

>> ㈱四電工



徳島中央公園 清掃
四国電力送配電㈱

阿波変電所周辺 清掃
四国電力送配電㈱

テレビトクシマ本社周辺 清掃
ケーブルテレビ徳島㈱

鴨島事業所周辺 清掃池田電気ビル周辺 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱ 四国電力送配電㈱･OB

その他にも下記の活動を実施しました
｢船舶操作訓練｣に併せた新町川･周辺公園の清掃
>> 四国電力送配電㈱

国道55号線他(阿南市)周辺清掃
>> 四国電力㈱･四電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱･四国計測工業㈱･

四電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱･橘火力港湾ｻｰﾋﾞｽ㈱

徳島系統制御所周辺清掃
>> 四国電力送配電㈱

田宮変電所周辺 清掃
>> 四国電力送配電㈱･関係会社

徳島電気ビル周辺･近隣公園清掃
>> 四電ビジネス㈱

四C徳島支店(徳島市)周辺清掃
>> ㈱四電技術コンサルタント

など

グループで

グループで



愛媛県
道後温泉周辺 清掃
四国電力㈱･地域各企業他
<主催>道後温泉誇れるまちづくり推進協議会

｢柳井川クリーンデー｣ 清掃活動
四国電力㈱･地域のみなさま
<主催>久万高原町公民館柳井川分館

堀江海岸 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･四電ビジネス㈱

道後温泉本館周辺道路の清掃（7月）

冠山の清掃（11月）

大洲城 すす払い東予変電所周辺(福万寺公園) 美化活動
四国電力送配電㈱･自治会のみなさま ㈱四電工・大洲城管理事務所他

地域と共に

地域と共に

地域と共に

地域と共に

グループで



コウノトリ人口営巣塔(西予市) 点検
㈱四電工

伊予事業所周辺 清掃
四国電力送配電㈱

国領川河川敷 清掃
四国電力送配電㈱･四電エンジニアリング㈱･㈱四電
工･四電ビジネス㈱･㈱STNet･四電ｴﾅｼﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱

｢三善ごみゼロ大作戦｣
四国電力送配電㈱･三善小学校(児童､先生方)のみな
さま

西条PS周辺 清掃
四国電力㈱･四電エンジニアリング㈱・四国計測工
業㈱･四電ビジネス㈱

地域と共に グループで

グループで

その他高所作業車を使用した活動は下記
のとおりです

とべ動物園･総合運動公園駐車場照明灯清掃

>> ㈱四電工

西条市立運動公園照明灯他清掃

>> 四国電力送配電㈱･㈱四電工

黒島海浜公園 照明灯清掃

>> 四国電力送配電㈱･㈱四電工

伊予三島運動公園照明灯清掃

>> ㈱四電工

大洲地区通学路高木剪定

>> ㈱四電工

グループで

グループで



面河事務所周辺 街路灯他清掃
四国電力㈱

石手川緑地 清掃
㈱よんでんライフケア･町内会のみなさま

伊方サービス本社周辺 清掃
伊方サービス㈱

水力発電記念館(久万高原町) 清掃
四国電力㈱

天山地区 街路灯清掃
四国電力送配電㈱

地域と共に

その他にも下記の活動を実施しました
愛媛支店･松山支社周辺清掃
>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱

加茂川トリム公園清掃
>>四国電力㈱･四国電力送配電㈱･㈱四電工他

八幡浜事業所周辺清掃
>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱･㈱四電工他

四国中央事業所周辺清掃
>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱

波止浜変電所周辺用水路清掃
>> 四国電力送配電㈱

四C松山支店(松山市)周辺清掃
>> ㈱四電技術コンサルタント

など

グループで

グループで

グループで

グループで



高知県
｢四万十よんでんの森｣ 森林保全活動
四国電力㈱･北ノ川小学校(児童､先生方)のみなさま
･四万十町･高知県他

坂本龍馬像(桂浜公園) 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･㈱四電工･浦戸小学
校(児童､先生方)のみなさま

武市半平太像･周辺公園 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･㈱四電工他

モミジやイチョウの苗木を植樹

平成18年度より同活動を実施

｢マイリバー四万十｣ 清掃活動
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業他

ヤ･シィパーク 枝打ち･園内清掃
四国電力送配電㈱･㈱四電工

地域と共に

地域と共に グループで

グループでグループで

グループで

地域と共に



早明浦ダム展望台周辺 清掃
四国電力送配電㈱･地域各企業他

土佐くろしお鉄道 中村駅 花植え･清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･四電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱･
㈱四電工･四電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱･㈱STNet他

｢あったか高知。秋のおもてなし一斉
清掃｣ 県内の観光地･観光ルート 清掃
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･四電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱･
㈱四電工･四電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱･㈱STNet他 <主催>各自治体

｢四万十川花紀行『入田ヤナギ林菜の花
まつり』開催に向けた一斉清掃｣
四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業･地域の
みなさま他 <主催>四万十市

高知支店･高知支社周辺(高知市)の清掃

奥御前神社(四万十市)の清掃

地域と共に グループで グループで地域と共に

地域と共に グループで

地域と共に



高知支社周辺 清掃
四国電力送配電㈱

津賀ダム周辺 清掃
四国電力㈱

南海大地震記念碑(為松公園) 清掃
四国電力送配電㈱

安芸変電センター周辺 清掃
四国電力送配電㈱

その他にも下記の活動を実施しました
｢88クリーンウォーク四国｣(四万十市)歩道清掃

>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱･地域各企業他
<主催>88クリーンウォーク四国実行委員会

若宮神社 清掃

>> 四国電力送配電㈱

新改PS周辺清掃

>> 四国電力㈱･四国電力送配電㈱

清水サービスセンター周辺側溝清掃

>> 四国電力送配電㈱

送電用模擬線路(黒潮町)周辺清掃

>> 四国電力送配電㈱

地域の保育園(香美市,安芸市)の高木剪定

>> ㈱四電工

地域の高校(須崎市)の高木剪定

>> ㈱四電工･協力業者

四C高知支店(土佐市)周辺清掃

>> ㈱四電技術コンサルタント

など

地域と共に グループで

グループで

今後も地域の
みなさまと共に
環境保全活動に
取り組みます！




