
平成２９年５月３０日

四 国 電 力 株 式 会 社

平成２９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、「優しさと思いやり、あなたの心が育む未来（あした）の地球」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。

こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりのさらなる環境意識の高揚を図り、お客さ

まや地域の皆さまとともに環境保全について考える機会になることを願っております。

１．実施期間 平成２９年６月１日～３０日（１ヶ月間）

２．テ ー マ 「優しさと思いやり、あなたの心が育む未来（あした）の地球」 

一人ひとりが地球に対して優しく、思いやりのある行動が大事です。

３．主な行事

・ 自治体等が主催する清掃活動などへの参加

・ 地域の皆さまへの花の苗木の配布

・ 小学生向けの電気教室

・ 森と水とエネルギーのふれあい親子体験ツアー

・ 雑木を利用した炭焼き体験学習

など

以  上

（別紙）平成２９年度 環境月間の主な行事について



平成２９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（月）

【場所】 香川県高松市

【内容】 高松支店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２５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。

○電気教室（小学生向け）

【日時】 ６月３０日（金）

【場所】 香川県高松市

【内容】 高松電力センター従業員が、高松変電所にて、小学生を対象とした見学
会および電気教室を実施します。

○花の苗の配布

【日時】 ６月１６日（金）

【場所】 香川県高松市

【内容】 本店従業員およびよんでんグループ会社従業員が、ヨンデンプラザ・サン
ポート周辺にて環境保全活動の一環として地域のみなさまへ花の苗の配
布を実施します。

○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。



○丸亀市民ひろば 清掃活動

【日時】 ６月１４日（水）

【場所】 香川県丸亀市

【内容】 丸亀営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。

○新町川 清掃活動

【日時】 ６月１日(木)

【場所】 徳島県徳島市

【内容】 徳島支店従業員が、地元のＮＰＯ法人が実施している「新町川を守る会」の
クリーンアップ活動に参加し、川の浮遊ゴミ、岸辺のゴミ収集を実施します。

○横内海岸 清掃活動

【日時】 ６月１８日（日）

【場所】 香川県東かがわ市

【内容】 東かがわ営業所従業員が、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月中旬

【場所】 香川県観音寺市

【内容】 観音寺営業所従業員が、営業所前道路のゴミ拾い・除草等、清掃活動を
実施します。

○さぬき浜街道および坂出営業所周辺道路 清掃活動

【日時】 ６月７日（水）

【場所】 香川県坂出市

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



○銅山川（伊予川） 清掃活動

【日時】 ６月３日（土）

【場所】 徳島県三好市

【内容】 池田支店およびよんでんグループ会社従業員が、「伊予川芋炊き会」が実

施する活動に参加し、銅山川上流周辺の清掃を実施します。

○北の脇海岸 清掃活動

【日時】 ６月１６日(金)

【場所】 徳島県阿南市

【内容】 阿南営業所・阿南発電所・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。

○江川湧水源周辺 清掃活動

【日時】 ６月１日(木)

【場所】 徳島県吉野川市

【内容】 鴨島営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。

○井川電力センター周辺 清掃活動

【日時】 ６月１２日（月）

【場所】 徳島県三好市

【内容】 井川電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、井川電力センタ

ー周辺のゴミ拾い・除草・側溝等、清掃活動を実施します。

○名頃ダム周辺 清掃活動

【日時】 ６月１４日(水)

【場所】 徳島県三好市

【内容】 池田電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、名頃ダム上下
流道路のゴミ拾い・除草、側溝・カーブミラー清掃活動を実施します。

○三縄ダム周辺 清掃活動

【日時】 ６月９日(金)

【場所】 徳島県三好市

【内容】 池田電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、三縄ダム上下

流道路のゴミ拾い・除草、側溝・カーブミラーの清掃活動を実施します。



○ふれあい親子体験ツアー 「森と水とエネルギー」

【日時】 ６月３日（土）

【場所】 高知県土佐郡

【内容】 高知支店と四国森林環境局との共催により、道の駅「土佐さめうら」周辺と
本川発電所にて、森林・水・エネルギーの密接な関係をお客さま親子に
体験して頂きます。

○繁藤ダム周辺 清掃活動

【日時】 ６月２日（金）

【場所】 高知県香美市

【内容】 高知電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、繁藤ダム周辺

のゴミ拾い・除草等、清掃活動を実施します。

○本川電力センター付近の町道 清掃活動

【日時】 ６月中旬

【場所】 高知県吾川郡

【内容】 本川電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、本川電力セン

ター近くの町道のゴミ拾い・除草等、清掃活動を実施します。

○仁淀川支流キャンプ場の河川及び分一ＰＳ周辺町道 清掃活動

【日時】 ６月中旬

【場所】 高知県吾川郡

【内容】 本川電力センターおよびよんでんグループ会社従業員が、仁淀川支流に

ある１０カ所のキャンプ場周辺および分水第一発電所周辺の町道で清掃

活動を実施します。

○ゴロゴロ休憩所 清掃活動

【日時】 ６月６日（火）

【場所】 高知県安芸郡

【内容】 安芸営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。



○高知市内 清掃活動

【日時】 ６月９日（金）

【場所】 高知県高知市

【内容】 高知支店およびよんでんグループ会社従業員が、高知市が主催する「初夏
のまちを美しくする運動」環境美化重点地域早朝一斉清掃に参加し、他社・
他団体と共同で高知市内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１３日（火）

【場所】 高知県香南市

【内容】 山田営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。

○炭焼き体験学習

【日時】 ６月中旬

【場所】 高知県高岡郡

【内容】 窪川電力センター従業員が、佐賀取水堰に流れ着いた雑木を利用し、

地元の小学生と炭焼き体験学習を行います。

○中村駅周辺 清掃活動

【日時】 ６月６日(火)

【場所】 高知県四万十市

【内容】 中村支店およびよんでんグループ会社従業員が、土佐くろしお鉄道と共同
で中村駅前の清掃を実施し、近隣の保育園児と一緒に中村駅に設置する
プランターの花の植替えを行います。

○出前エネルギー授業

【日時】 ６月１４日（水）

【場所】 高知県高知市

【内容】 高知支店従業員が、高知市内の小学校に出向いて、科学実験や環境につ
いての話等、「出前エネルギー授業」を実施します。



○武市半平太銅像 清掃活動

【日時】 ６月６日（火）

【場所】 高知県須崎市

【内容】 須崎営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。

○松山太陽光発電所構内および周辺 清掃活動

【日時】 ６月上旬

【場所】 愛媛県松山市

【内容】 松山支店およびよんでんグループ会社従業員が、松山太陽光発電所と
周辺ならびに松山発電所記念公園内の清掃活動を実施します。

○川内変電所周辺 清掃活動

【日時】 ６月２１日（水）

【場所】 愛媛県東温市

【内容】 川内電力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
路の清掃・除草活動を実施します。

○今治営業所周辺 清掃活動

【日時】 ６月２０日（火）

【場所】 愛媛県今治市

【内容】 今治営業所全従業員が、今治営業所周辺の清掃活動を実施します。

○「三善ごみゼロ大作戦」 清掃活動

【日時】 ６月中

【場所】 愛媛県大洲市

【内容】 大洲送電・電力センター従業員が、三善小学校の児童の皆さまと県道２４
号大洲長浜線沿いの清掃活動を実施します。

○「大早津海水浴場」椰子の枯枝打ち

【日時】 ６月中

【場所】 愛媛県西予市

【内容】 八幡浜営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、大早津海岸のシンボルであるワシントン椰子他の枯枝打ちを実

施します。



○ 久万高原町街路灯 清掃活動

【日時】 ６月下旬

【場所】 愛媛県上浮穴郡

【内容】 久万お客さまセンターおよびよんでんグループ会社従業員が、夏祭りを
前に、高所作業車を使用して、久万高原町商店街の街路灯の清掃を実施
します。

○「５３０ゴミゼロ運動」清掃活動

【日時】 ６月４日（日）

【場所】 愛媛県大洲市

【内容】 大洲営業所およびよんでんグループ会社従業員が、「大洲の環境をよく

する連絡協議会」主催の「５３０ゴミゼロ運動」に参加し、清掃活動を実施

します。

○国領川河川敷 清掃活動

【日時】 ６月５日（月）

【場所】 愛媛県新居浜市

【内容】 新居浜支店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１４日（水）

【場所】 愛媛県新居浜市

【内容】 新居浜支店およびよんでんグループ会社従業員が、新居浜市役所周辺の

地上設置機器および歩道・花壇の清掃を実施します。

○堀江海岸 清掃活動

【日時】 ６月６日（火）

【場所】 愛媛県松山市

【内容】 松山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。



の行事については、四国電力グループ各社も参加します。

○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」

○加茂川キャンプ場周辺 清掃活動

【日時】 ６月中

【場所】 愛媛県西条市

【内容】 西条営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。

○東予変電所周辺 清掃活動

【日時】 ６月１６日（金）

【場所】 愛媛県四国中央市

【内容】 東予電力センターおよび東予系制従業員が、東予変電所周辺の清掃活動

を実施します。

○四国中央営業所周辺の１１号バイパス道路 清掃活動

【日時】 ６月７日（水）

【場所】 愛媛県四国中央市

【内容】 四国中央営業所およびよんでんグループ従業員が、営業所近くの国道

１１号バイパス道路の清掃活動を実施します。
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