＜別紙＞
平成 20 年度「ＴＥＰＣＯ環境月間」の概要
１．お客さまとのパートナーシップに重点を置いた省エネ・省ＣＯ２活動
（１）
「ＣＯ２ダイエット宣言」の参加呼びかけ（http://www.tepco.co.jp/eco/co2diet）
一人でも多くの皆さまにご賛同いただけるよう、幅広く参加を呼びかけ。
＜「ＣＯ２ダイエット宣言」の概要＞
・日常生活における省エネ行動を宣言・実践していただ
くとともに、参加者数に応じて苗木を全国の学校など
に寄贈する取り組み。地球温暖化防止に向けた取り組
みとして平成 16 年８月より実施。
・小学校などで環境学習のツールとしてご活用いただく
とともに、前橋市・世田谷区などの自治体や企業など
に、地域の森づくりなどとしてご活用いただいている。
【平成 19 年度末までの実績：参加者 約 155 万人、宣言
によるＣＯ2 削減量 約 9.2 万トン】

（２）インターネット版環境家計簿「ＣＯ２家計簿」の利用推進
（http://www.tepore.com/co2diet/kakeibo.htm）
リーフレットの配付や団体参加の呼びかけを行い利用を推進。
＜「ＣＯ２家計簿」の概要＞
・自宅のＣＯ２排出量を前年実績や家計簿参加世帯の平
均値と比較が可能で、年間排出量の目標管理を行える
サービス。
・毎月の電気・ガス・水道・灯油・ガソリンなどの消費
量や光熱費を入力すると、ＣＯ２排出量を自動的に計
算し、グラフを作成。
・自治体や企業等が団体として利用される場合には、利
用申請に基づいて設定した団体ＩＤを使ってデータを
簡易分析し、その結果を報告するサービスも提供中。
【平成 19 年度末までの実績：利用者約 12,400 人】
※「ＣＯ２家計簿」に参加するには、当社が運営する生活情報リサーチサイト「TEPORE（テポーレ）」
の会員登録（無料）が必要です。（http://www.tepore.com/）
なお、当社ホームページ上では、会員登録不要の体験版を利用できます。
(http://www.tepco.co.jp/eco/kurashi/kakeibo/index-j.html)

＜参考＞「TEPORE ポイント」ＥＣＯキャンペーンの実施
「ＣＯ２ダイエット宣言」や「ＣＯ２家計簿」にご参加いただいたお客さま、また環境イベ
ントや清掃活動、自然保護活動など、当社が実施する環境活動にご参加・ご協力いただいた
お客さまに、TEPORE のポイント（注）を差し上げるＥＣＯキャンペーンを展開。
詳しくは、TEPORE（http://www.tepore.com/）のホームページをご覧下さい。
（注）TEPORE 会員限定のサービス（ポイントサービスのお申し込みが必要）。メールマガジンや
アンケートへの参加等のご利用で貯まった TEPORE ポイントを、商品券、図書カード、航空マ
イレージや携帯電話などの他社ポイントなどと交換できるもの。

２．地域に根ざした幅広い環境活動
（１）
「エコライフ・フェア 2008」への出展（http://ecolife2008.com/index.html）
環境月間に際して開催される環境展「エコライフ・フェア 2008」に、電気事業連
合会と当社が共同出展。
○日 時：６月７日（土）11:00～17:00
６月８日（日）10:00～17:00
○場 所：代々木公園ケヤキ並木・イベン
ト広場（ＮＨＫホール前）
○内 容：楽しく、わかりやすく「でんき」
のチカラについて学べる体感型の
ブースを展開し、電気事業におけ
る地球温暖化防止に向けた取り組
みを紹介。

（２）
「銀座に尾瀬がやってきた！2008」の実施
（http://www.sonybuilding.jp/csr/eco08/index04.html）
東京・銀座のソニービル１階の屋外イベントスペース「ソニースクエア」におい
て、ソニー企業株式会社（ソニービル）と当社が共同で、尾瀬体感展示「銀座に尾
瀬がやってきた！2008」を開催。
○日 時：６月２日(月）～８日(日）
11:00～19:00
○場 所：ソニービル１Ｆソニースクエア
（屋外イベントスペース）
○内 容：尾瀬の木道、ミズバショウ、白
樺などで「小さな尾瀬」を再現し、
実際に木道を歩いていただける
参加型イベント。

※写真は昨年度の様子

（３）
「東京電力自然学校」の活動内容の充実
本年４月に開校した
「東京電力自然学校」
の取り組みを充実。
① ホームページの公開
（http://www.tepco.co.jp/eco/ns/index-j.html）
東京電力自然学校の活動を
紹介するホームページを公開。
ホームページでは、自然学校
活動の概要、尾瀬のツアー、
発電所における自然観察会な
どのイベント情報や、これま
での活動実績などについて紹
介。

ポスター

②アドバイザリー委員会の社外委員の決定
東京電力自然学校では、社外に開かれた活動の展開を目的として、生物や環境
教育に関する社外の専門家を交えたアドバイザリー委員会を設置。アドバイザリ
ー委員会の社外委員は、以下の通り。
（50 音順、敬称略）
阿部 學
飯島 博
枝廣 淳子
佐々木 洋
棚橋 乾
谷本 夫
本江 一郎
松井 孝夫

（NPO 法人ラプタージャパン 理事長）
（NPO 法人アサザ基金 代表理事）
（環境ジャーナリスト）
（プロ・ナチュラリスト）
（全国小中学校環境教育研究会研究部長）
（宇都宮大学名誉教授）
（日本大学生物資源科学部教授）
（群馬県立尾瀬高等学校自然環境科主任）

③尾瀬ハイキングツアー「初夏の尾瀬ハイキングと森づくり」の実施
（http://www.tepco.co.jp/eco/pdf/ozetour.pdf）
豊かな自然と、育む心を次世代に繋げるために、尾瀬ハイキングツアー「初夏
の尾瀬ハイキングと森づくり」を以下の通り実施。
○期間：平成 20 年６月 21 日（土）～22 日（日）の１泊２日
○スケジュール：
１日目：
新宿西口集合（7:45）＜バス＞→戸倉→鳩待峠＜徒歩＞→山の鼻（尾瀬ヶ原散策）→
至仏山荘着・泊（17:00 頃）
２日目：
至仏山荘発（7:30 頃）→鳩待峠＜バス＞→植林（戸倉山林内）→大清水＜バス＞→
花咲くの湯＜温泉＞→新宿西口着（18:00 頃）

○ツアー代金：29,800 円（大人）／28,800 円（小学生以下）
※宿泊代、昼食２回、往復バス代、植林費用、保険料他
○お申し込み期限：平成 20 年６月６日（金）
※お問い合わせ、お申し込みは東京電力自然学校まで。
TEL 03-3451-5945／FAX 03-4431-1399（平日 9:00～17:00）

（４）その他各地域における主な環境活動
ＴＥＰＣＯ環境月間の期間中、各地域で様々なイベントを実施。
※イベントの詳細内容は、予告なく変更する場合がありますので、最新情報は「ＴＥＰＣＯ環境
月間」のホームページ（http://www.tepco.co.jp/eco/ad/index-j.html）をご覧いただくか、
お近くの東京電力までお問い合わせください。

イベント名

栃
木

お問い合わせ先

○市制60周年記念「第8回エコライフ・フェア in かぬま」への参加（ＩＨクッキングヒー
ターの調理実演や，不用碍子のリサイクル陶磁器の展示）
【日時】6月8日(日) 10：00～15：00
【場所】鹿沼市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ、環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、下水道事務所(栃木県鹿沼市)

栃木支店宇都宮支社総務グループ
（℡：028-300-4213）

○「オオハンゴンソウ等外来植物除去作戦」への参加
【日時】8月24日（日）
【場所】湯元スキー場他（栃木県日光市）

栃木支店栃木北支社日光地域総務グループ
（℡：0288-80-2213）

○第37回「尾瀬ごみ持ち帰り運動」への参加
【日時】6月7日（土）5：30～8：30
【場所】鳩待峠口 大清水口（群馬県利根郡片品村）

群馬支店安全・環境グループ
（℡：027-890-2003）

○「野反湖クリーン作戦」への参加
【日時】7月下旬（予定）
【場所】六合村 野反湖（群馬県吾妻郡）

群馬支店渋川支社総務グループ
（℡：0279-40-2214）

群
馬

茨
城

埼
玉

○「霞ヶ浦環境科学センター 夏まつり 2008」への参加（パネル展示や「CO2ダイエット宣
茨城支店環境グループ
言」の参加呼びかけ等）
（℡：029-387-2634 ）
【日時】8月23日（土）
【場所】茨城県霞ヶ浦環境科学センター（茨城県土浦市）
○「ひぬま流域クリーン作戦」へのボランティア参加
【日時】7月末予定
【場所】茨城県涸沼湖畔（茨城県茨城町）

茨城支店環境グループ
（℡：029-387-2634 ）

○「カーボン・マイナス県民フォーラム」への参加（パネルディカッション「発見！こんな
に身近なCO2減量作戦」へパネラーとして参加）
【日時】6月12日（木）13：00～16：30
【場所】埼玉会館・大ホール（埼玉県さいたま市）

埼玉支店総務部総務グループ
（℡：048-638-2702）

○「第18回入間市環境展」への参加（電気自動車の展示を中心に、尾瀬の保全活動など、当
社の環境取組を紹介）
【日時】5月31日（土）～6月1日（日）10：00～17：00
【場所】丸広百貨店入間店1階エントランスホール（埼玉県入間市）

埼玉支店川越支社広報グループ
（℡：049-215-3014）

○「2008ちばし手づくり環境博覧会」への参加（当社が取り組む「地球温暖化防止対策」や
ビオトープそがのパネル展示）
【日時】6月5日（木）12：00～16：00，6月6日（金）～6月9日（月）10：00～16：00，
6月10日（火）10：00～15：00
【場所】きぼーる1階アトリウム （千葉県千葉市）

東火力事業所千葉火力発電所環境保安グループ*1
（℡：043-370-4385）
千葉支店千葉支社総務グループ
（℡：043-370-3041）

○環境紙芝居
【日時】7月中に3回程度を予定
【場所】TEPCO新エネルギーパーク（千葉県富津市）

東火力事業所富津火力発電所総務グループ＊1
（℡：0439-77-2061）

○「2008ちばし環境フェスティバル」への参加
【日時】6月4日（水）14：00～16：00
【場所】千葉市民会館 2Ｆ 大ホール（千葉県千葉市）

東京電力千葉支店環境担当スタッフ＊1
（℡：043-370-2107）

○富津市、イオン富津ショッピングセンター様との環境イベントの開催（電気自動車、当社
の環境保全への取り組みに関するパネル等の展示）
【日時】6月20日（金）～22日（日）
【場所】イオン富津ショツピングセンター・セントラルコート（千葉県富津市）

東火力事業所富津火力発電所
環境保安グループ＊1
（℡：0439-77-2144）

千
葉

イベント名

お問い合わせ先

○「環境サミットin足立」への参加
【日時】6月21日（土）13：00～16：30
【場所】足立区役所 庁舎ホール（東京都足立区）

東京支店上野支社総務グループ
(℡：03-6375-3768)

○「ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿 開設4周年記念イベント」への参加（エコ・ソーラーカー工作教室）
【日時】6月7日（土）11：00～12：00，14：00～15：00
【場所】新宿区立環境学習情報センター ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ新宿（東京都新宿区）

東京支店新宿支社
（℡：03-6375-5280）

○「びっくり！エコ100選」への参加
【日時】8月6日（水）～11日（月）10：00～20：00
【場所】新宿タカシマヤ 11階（東京都渋谷区）

東京支店新宿支社
地域コミュニケーショングループ
（℡：03-6375-5568）

○くらしの中のエコロジー
【日時】6月5日（木）～30日（月）10：00～18：00（毎週水曜は休館日）
【場所】電力館（東京都渋谷区）

電力館＊3（℡：03-3477-1191）

○第27回「横浜開港祭」への出展（電気自動車の展示、ＣＯ2ダイエット宣言への参加PR）
【日時】6月1日（日）～2日（月）
【場所】臨港パーク（神奈川県横浜市）

神奈川支店総務部環境エネルギーグループ
（℡：045-394-1626）

神 ○「環境にやさしい暮らし展」への出展（パネル展示等による当社環境の取り組みの紹介）
奈 【日時】6月14日（土）～15日（日）
川 【場所】横浜西口ダイヤモンド地下街入口横（神奈川県横浜市）

神奈川支店総務部環境エネルギーグループ
（℡：045-394-1626）

東
京

○「環境活動展」への出展（ＣＯ2ダイエット宣言への参加PR、環境クイズ）
【日時】6月28日（土）～29日（日）11：00～18：00
【場所】クイーンズサークル クイーンズスクエア横浜1階（神奈川県横浜市）

神奈川支店総務部環境エネルギーグループ
（℡：045-394-1626）
西火力事業所計画部技術環境グループ
（℡：045-394-5380）

○「富士山の森づくり」プロジェクト植林ボランティアへの参加
【日時】6月1日（日）
【場所】富士山麓の県有林内（山梨県鳴沢村）

山梨支店安全品質・環境グループ
（℡：055-270-2716）

○「やまなしクリーンキャンペーン」への参加
【日時】5月30日（金）9：00～10：00
【場所】各事業所周辺（山梨県）

山梨支店安全品質・環境グループ
（℡：055-270-2716）

○「2008フェスタ・コスタ・デル・ゴミＩＮ千本浜」への参加
【日時】6月15日（日）9：00～12：00
【場所】千本浜海岸及び千本浜公園周辺（静岡県沼津市）

沼津支店安全環境グループ
（℡：055-937-2263）

山
梨

○フジアザミ植栽活動
静
【日時】6月中旬
岡
【場所】富士山五合目（静岡県御殿場市）

○「2008環境フェア in 富士宮」への参加
【日時】6月22日（日）10：00～16：00
【場所】静岡県富士宮市役所（静岡県富士宮市）

○「植樹祭」への参加
青
【日時】6月14日（土）8：00～
森
【場所】青森県東通村内共有地（青森県下北郡東通村）

沼津支店三島支社フジアザミ育成活動事務局
（℡：055-936-2500）

沼津支店富士支社生活営業グループ＊2
（℡：0545-90-2419）

東通原子力建設準備事務所広報グループ
（℡：0175-45-7052）

イベント名
○「ＴＥＰＣＯ環境月間記念イベント」エコから学ぶ、地球にやさしいライフスタイル
【日時】6月29日（日）
【場所】刈羽村生涯学習センター「ラピカ」文化ホール（新潟県刈羽郡刈羽村）

○き・な・せ寄せ植え体験教室
新
【日時】6月18日（水）
潟
【場所】き・な・せ（当社ＰＲ施設）

柏崎刈羽原子力発電所技術総括部環境グループ
（℡：0257-20-2151）

柏崎刈羽原子力発電所
広報部地域共生第四グループ
（℡：0257-20-2339）

○クリーンデー柏崎＆クリーンデー刈羽等地域の美化活動への参加
【日時】6月1日（日）
【場所】各行政地区（新潟県柏崎市、新潟県刈羽郡刈羽村等）

柏崎刈羽原子力発電所技術総括部環境グループ
（℡：0257-20-2151）

○福島第一原子力発電所サービスホール来訪者への花・野菜の種の配布
【日時】6月1日（日）～30日（月）
【場所】福島第一原子力発電所 サービスホール（福島県双葉郡大熊町）

福島第一原子力発電所
技術総括部環境グループ＊1
（℡：0240-32-2681）

○東京電力自然学校 自然観察会 in 富葉苑（福島第二原子力発電所）
福
【日時】8月24日（日）
島
【場所】福島第二原子力発電所構内富葉苑（福島県双葉郡楢葉町）

長
野

お問い合わせ先

福島第二原子力発電所
技術総括部環境グループ＊2
（℡：0240-25-1917）

○エネルギー環境教育（出前講座）の実施
【日時】6月10日（火），18日（水），21日（土），26日（木），27日（金）
【場所】会津若松市内小学校・公民館、用排水整備事業促進東北協議会（福島県会津若松
市、郡山市）

猪苗代電力所地域・環境グループ
（℡：0242-22-4618）

○「信州環境フェア2008」への出展（パネル展示等による当社環境の取り組みの紹介）
【日時】8月23日（土）10：00～17：00
8月24日（日）10：00～16：00
【場所】長野市ビッグハット（長野県長野市）

松本電力所総務グループ
（℡：0263-34-3622）

○ワサビ沢わさび植栽
【日時】6月5日（木）9：00～13：00
【場所】ワサビ沢（長野県大町市）

松本電力所高瀬川総合制御所業務グループ
（℡：0261-22-1260）
※受付時間は、10：00～17：00（土・日除く）
＊1 9：00～16：30（土・日除く）
＊2 9：00～16：00（土・日除く）
＊3 10：00～18：00（水曜除く）

