
 

 
 令和元年５月３０日 
四 国 電 力 株 式 会 社 

 
 
 
 

令和元年度 環境月間行事の実施について 

 
 

当社は、環境問題への対応を経営の重要課題として捉え、グループ全社を挙げて環境保

全活動を推進しております。 
毎年６月の「環境月間」には、環境保全に関わる様々なイベントなどを行っており、本

年も、「エコで繋がる地球の未来、緑のバトンを連ねよう」をテーマに掲げ、四国各地にお

いて、環境月間行事を別紙のとおり実施します。 
四電グループは、こうしたお客さまや地域の皆さまとの活動を通じ、従業員一人ひとり

のさらなる環境意識の高揚を図り、持続的発展が可能な社会の実現に向けて取り組んでま

いります。 
 

１．実施期間 令和元年６月１日～３０日（１ヶ月間）  
 
２．テ ー マ 「エコで繋がる地球の未来、緑のバトンを連ねよう」 

エコ活動で地球の未来を守ろう。 
そして平成から令和へ緑のバトンを繋いで行こう。 

 
３．主な行事 

 
・ リフレッシュ瀬戸内など自治体等が主催する清掃活動への参加  
・ 高所作業車を使用した樹木の枯枝打ちや銅像の清掃 
・ 環境意識の高揚に向けた社内教育や「環境川柳」の掲示 など 

 
 
（別紙）令和元年度 環境月間の主な行事について 

 
 

                                  以  上 
 

 



令和元年度 よんでんグループ環境月間 主な行事について

○栗林公園に沿った歩道および電気ビル周辺道路 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 香川県高松市

【内容】 香川支店・高松支社およびよんでんグループ会社従業員が、栗林公園に沿った歩道
および電気ビル周辺道路（パークロード等）の清掃活動を実施します。

○男木島 清掃活動

【日時】 ６月３０日（日）
【場所】 香川県高松市

【内容】 本店従業員およびその家族が、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が実施する
「リフレッシュ瀬戸内」活動に協力企業として参加し、男木島海岸の清掃活動を実施
します。

地域
と共に

○横内海岸 清掃活動

【日時】 ６月１６日（日）

【場所】 香川県東かがわ市

【内容】 東かがわ営業所・事業所従業員が、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が実施
する「リフレッシュ瀬戸内」活動に協力企業として参加し、横内海岸の清掃活動を実
施します。

○観音寺営業所前道路 清掃活動

【日時】 ６月上旬

【場所】 香川県観音寺市

【内容】 観音寺営業所・事業所従業員が、営業所前道路からＪＲ観音寺駅前周辺の道路にて、
清掃活動を実施します。

地域
と共に



○丸亀市民ひろば 清掃活動

【日時】 ６月７日（金）

【場所】 香川県丸亀市

【内容】 中讃営業所・丸亀事業所およびよんでんグループ会社従業員が、丸亀市民の憩いの
広場である「丸亀市民ひろば」の清掃活動を実施します。

○丸亀変電所 清掃活動

【日時】 ６月２４日（月）

【場所】 香川県丸亀市

【内容】 丸亀変電センター従業員が、事務所周辺道路のゴミ拾い・除草、カーブミラー等の
清掃活動を実施します。

○環境施設見学会

【日時】 ６月１３日（木）

【場所】 香川県内

【内容】 本店従業員が、廃棄物処理法で努力義務として定められた排出事業者の現地確
認を兼ねて、廃棄物の処理委託先の施設見学を実施します。

○坂出発電所北側の県道グリーンベルト 清掃活動

【日時】 ６月上旬

【場所】 香川県坂出市

【内容】 坂出発電所およびよんでんグループ会社従業員が、坂出発電所北側の県道グリーン
ベルトや歩道の清掃活動を実施します。

○さぬき浜街道および坂出事業所周辺道路 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 香川県坂出市

【内容】 坂出事業所従業員が、さぬき浜街道および事業所周辺道路の清掃活動を実施します。



○北の脇海岸 清掃活動

【日時】 ６月１４日（金）

【場所】 徳島県阿南市

【内容】 阿南営業所・事業所、阿南・橘湾発電所およびよんでんグループ会社従業員が、瀬
戸内・海の路ネットワーク推進協議会が実施する「リフレッシュ瀬戸内」活動に協力企
業として参加し、北の脇海岸の清掃活動を実施します。

地域
と共に

○大川原高原 清掃活動

【日時】 ６月２３日（日）

【場所】 徳島県名東郡

【内容】 徳島支社およびよんでんグループ会社従業員が、地元住民の方とともに大川原高
原の清掃を実施します。

地域
と共に

○江川湧水源周辺 清掃活動

【日時】 ６月１日(土)

【場所】 徳島県吉野川市

【内容】 鴨島事業所およびよんでんグループ会社従業員が、地元のＮＰＯ法人が毎月実施
している全国名水百選「江川湧水源」の清掃活動に参加します。

地域
と共に

○高知送電所・変電所周辺 清掃活動

【日時】 ６月３日（月）

【場所】 高知県高知市

【内容】 高知送電センターおよび変電センター従業員が、高知送電所および変電所周辺道路の
清掃活動を実施します。

○若宮神社 清掃活動

【日時】 ６月４日（火）

【場所】 高知県高知市

【内容】 高知系統制御所従業員が、若宮神社およびその周辺道路の清掃活動を実施します。



○安芸変電所周辺 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 高知県安芸市

【内容】 安芸変電センター従業員が、安芸変電所周辺道路の清掃活動を実施します。

○早明浦パラボラ中継所展望台 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 高知県本山町

【内容】 高知支社従業員が、早明浦パラボラ中継所展望台付近の清掃活動を実施します。

○ゴロゴロ休憩所 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 高知県安芸郡

【内容】 安芸営業所・事業所およびよんでんグループ会社従業員が、ゴロゴロ休憩所内の
ゴミ拾い・除草等、清掃活動を実施します。

○武市半平太銅像 清掃活動

【日時】 ６月１１日（火）

【場所】 高知県須崎市

【内容】 須崎事業所およびよんでんグループ従業員が、高所作業車を使用して、武市半平太
銅像の清掃活動を実施します。

○「ヤ・シィパーク」椰子の枯枝打ち

【日時】 ６月１１日（火）

【場所】 高知県香南市

【内容】 山田事業所およびよんでんグループ会社従業員が、高所作業車を使用して、ヤ・
シィパーク内の椰子の枯枝打ちを実施します。

○中村駅周辺 清掃活動

【日時】 ６月１２日(水)

【場所】 高知県四万十市

【内容】 中村支社およびよんでんグループ会社従業員が、中村駅周辺清掃ならびにプランター
の花の植替えを行います。



○川内変電所周辺 清掃活動

【日時】 ６月１９日（水）

【場所】 愛媛県東温市・今治市

【内容】 川内変電センターおよび愛媛系統制御所従業員が、川内変電所周辺道路および
波止浜変電所周辺の清掃活動を実施します。

○堀江海岸 清掃活動

【日時】 ６月１１日（火）

【場所】 愛媛県松山市

【内容】 松山支社・愛媛支店およびよんでんグループ会社従業員が、松山発電所記念公
園の近くに位置する堀江海岸の清掃活動を実施します。

○地上設置機器および周辺道路 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 愛媛県松山市

【内容】 松山支社従業員が、松山市中心部の地上設置機器および周辺道路の清掃を実施
します。

○カーブミラー他 清掃活動

【日時】 ６月中旬

【場所】 愛媛県松山市

【内容】 松山送電センター・変電センター従業員が、天山地区他のカーブミラーや街路灯
清掃を実施します。

○今治営業所（事業所）周辺 清掃活動

【日時】 ６月２０日（木）

【場所】 愛媛県今治市

【内容】 今治営業所・事業所従業員が、営業所周辺道路の清掃活動を実施します。

○「５３０（ごみゼロ）運動」 清掃活動

【日時】 ６月２日（日）

【場所】 愛媛県大洲市

【内容】 大洲事業所およびよんでんグループ会社従業員が、大洲市主催の「大洲の環境を
よくする連絡協議会」に参加し清掃活動を実施します。

地域
と共に



○国領川河川敷 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 愛媛県新居浜市

【内容】 新居浜支社およびよんでんグループ会社従業員が、国領川河川敷の清掃活動を
実施します。

○新居浜市役所周辺道路 清掃活動

【日時】 ６月１２日（水）

【場所】 愛媛県新居浜市

【内容】 新居浜支社およびよんでんグループ会社従業員が、新居浜市役所周辺および中央
公園の清掃を実施します。

○「三善ごみゼロ大作戦」 清掃活動

【日時】 ６月２８日（金）

【場所】 愛媛県大洲市

【内容】 大洲送電センターおよび変電課大洲分駐従業員が、三善小学校の先生や児童の
みなさまと県道２４号大洲長浜沿いの清掃活動を実施します。

○加茂川キャンプ場周辺 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 愛媛県西条市

【内容】 西条事業所およびよんでんグループ会社従業員が、愛媛県が募集している河川
愛護ボランティア｢愛リバー・サポーター制度｣に則り､加茂川キャンプ場周辺の清
掃活動を実施します。

地域
と共に

○送電鉄塔周辺 清掃活動

【日時】 ６月１９日（水）

【場所】 愛媛県新居浜市

【内容】 新居浜送電センター従業員が、６６ｋV東雲線の鉄塔周辺の清掃を実施します。

○四国中央事業所周辺の１１号バイパス道路 清掃活動

【日時】 ６月５日（水）

【場所】 愛媛県四国中央市

【内容】 四国中央事業所・営業所従業員が、事業所近くの国道１１号バイパス道路の清掃
活動を実施します。



○環境家計簿の提供

【日時】 通年

【場所】 当社のWebサービス「よんでんコンシェルジュ」
（ご利用にあたっては事前登録が必要となります。）

【内容】 一人ひとりの地球温暖化防止意識の高揚に役立てて頂くことを目的として、
ご家庭におけるＣＯ2排出量をチェックできる「環境家計簿」がご利用できます。
詳しくは当社ホームページをご覧下さい。

検索「四国電力 よんでんコンシェルジュ」
https://www.yonden.co.jp/y-con/

の行事については、地域のみなさまと共に行います。

の行事については、四国電力グループ各社も参加します。

地域
と共に

○環境川柳の掲示

【日時】 ６月中

【場所】 当社事業場館内

【内容】 身近な省エネ活動やリサイクル活動など、環境保全に関する呼びかけをテーマにした
「環境川柳」を当社従業員に対し募集を行い、優秀作品を環境月間月である6月中、
当社事業場館内に掲示することにより、従業員の環境意識の高揚を図ります。

○環境教育

【日時】 通年

【場所】 ｅラーニングなど

【内容】 従業員一人ひとりが当社の環境保全の取り組みやその重要性について認識を深める
ため、ｅラーニングなどを活用して、環境教育を実施します。

https://www.yonden.co.jp/y-con/
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