
　

Ｇ　パネル展示などのキャンペーン活動 Ｈ　その他これらに類する事業

廃棄物関係団体

Ａ　自治体職員，地域住民，NPO等による集中的な監視パトロール活動 Ｂ　一斉美化活動の実施
Ｃ　リデュース・リユース・リサイクル活動の実施 Ｄ　ポスターやチラシ，広報誌，ホームページ等による普及・啓発
Ｅ　シンポジウム，セミナー，講演会の開催 Ｆ　研修会，施設見学会，環境教育活動の実施

平成30年度　主な取組内容

●ウィーク期間内外において実施する事業

　区分の内容

別添資料２



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1 H
公益社団法人全国産業
資源循環連合会

不法投棄防止のための啓発、
監視等公益事業活動への支
援

通年 全国

当連合会の正会員である全国４７都道府県協会と連携
し、都道府県協会が実施する不法投棄防止等適正処理
のための啓発活動、不法投棄の監視及びパトロール等
の活動への支援を行う。

2 B
（一社）茨城県産業廃棄
物協会

茨城県・市町村・協会５
支部・協会監視員

・不法投棄防止パトロール
・不法投棄廃棄物ボランティア
撤去事業

・６月、１１月
・１１～１２月

茨城県内

・協会監視員による不法投棄防止月間における一斉パト
ロールの実施
・平成21年から協会５支部による「不法投棄廃棄物のボ
ランティア撤去事業」を実施している。今後撤去される見
込みが少ない不法投棄廃棄物をボランティアで撤去・処
分を行う。

3 H
(公社)栃木県産業資源循
環協会

栃木県
不法投棄等の情報提供に関す
る協定

通年
会員の収集運搬業務等における不法投棄の発見、関係
機関への通報

4 D
（一社）千葉県産業資源
循環協会

ホームページ等による啓発 随時
実施要綱を会員へ送付するほか、ホームページによる広
報活動を実施し、不法投棄未然防止の啓発を行う。

5 D
（一社）山梨県産業廃棄
物協会

機関誌「産廃やまなし」の発行 １月末
機関誌の中に、不法投棄のキャンペーンやパトロールへ
の当協会の参加状況を掲載

6 A NPO法人富士山クラブ

山梨県
鳴沢村
山梨県産業廃棄物協会
山梨県カーリサイクル協
同組合

富士山クリーンアップ事業 ４月～１２月 富士山麓

鳴沢村地内の富士山麓に不法投棄により長期間放置さ
れた建設廃材の撤去活動
当協会会員が重機で掘り起こし、富士山クラブのボラン
ティアが手作業で当協会会員が設置したコンテナ等へ回
収し、当協会会員が運搬・処分
タイヤは山梨県カーリサイクル協会が処理

7 B
(一社)富山県産業廃棄物
協会

富山県
不法投棄廃棄物の撤去活動
の支援

通年 富山県内
富山県不法処理防止連絡協議会と連携し、県内市町村
からの不法投棄廃棄物の撤去要請に基づき撤去・支援
を実施

8 D
(一社)富山県産業廃棄物
協会

不法投棄防止のための啓発・
広報

平成30年7月 協会広報誌
不法投棄防止、違法な野焼き防止の注意・喚起を広報
誌に掲載

9 G
(一社)富山県産業廃棄物
協会

とやま環境フェアにおける不法
投棄廃棄物撤去活動のパネル
展示

平成30年10月 高岡市
とやま環境フェアにおいて、不法投棄廃棄物撤去活動の
バネルを展示

公益社団法人全国産業資源循環連合会及び都道府県協会

○ ウィーク期間内外において実施する事業



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

10 Ｄ
（一社）石川県産業廃棄
物協会

ホームページによる啓発 通年
ホームページに「不法投棄110番」を掲載し、関係機関へ
の連絡や通報を案内している。

11 Ｅ
（一社）石川県産業廃棄
物協会

石川県
産業廃棄物適正処理推進研
修会

平成30年11月
19,20,21日

金沢市、七尾市、小
松市

排出事業者、処理業者に産業廃棄物適正処理推進のた
めの講習会を開催する。

12 Ｅ
（一社）石川県産業廃棄
物協会

巡回指導 随時 協会会員企業
不法投棄防止委員会委員が協会会員企業に出向き産
業廃棄物が適正に処理されているかの確認を行う。

13 H
（一社）石川県産業廃棄
物協会青年部会

不法投棄防止キャンペーン 平成３１年３月
金沢駅もてなしドー
ム周辺

街頭で啓発用ポケットティッシュを配布し、不法投棄防止
を呼び掛ける。

14 H
(一社)岐阜県産業環境保
全協会

岐阜県
巡回指導・パトロール（中濃地
域）

平成30年8月
中濃地域の協会員
事業所 ほか

・適正処理委員会委員が協会員の事業所（産業廃棄物
処理施設）を訪問し、産業廃棄物の処理方法等について
意見交換・助言
・中濃地域内の不適正処理事案の現地調査
・中濃地域の行政機関を訪問し、産業廃棄物の適正処
理に関する意見交換

15 H
(一社)岐阜県産業環境保
全協会

岐阜県
巡回指導・パトロール（西濃地
域）

平成30年9月
西濃地域の協会員
事業所 ほか

・適正処理委員会委員が協会員の事業所（産業廃棄物
処理施設）を訪問し、産業廃棄物の処理方法等について
意見交換・助言
・西濃地域内の不適正処理事案の現地調査
・西濃地域の行政機関と産業廃棄物の適正処理に関す
る意見交換

16 F
(一社)岐阜県産業環境保
全協会

岐阜県
産業廃棄物関係法令等研修
会

平成30年11月
ホテルグランヴェー
ル岐山

廃棄物処理法等に関する周知のため、協会員の従事者
を対象とする研修会を開催。研修内容については調整
中。

17 H
（公社）静岡県産業廃棄
物協会

静岡県、県下市町 不法投棄廃棄物撤去作業 7回/年度 静岡県下
不法投棄の抑止や地域環境保全のため、県、政令市及
び市町等の協力を得て、協会各支部で不法投棄廃棄物
の撤去作業を実施する。

18 G
（公社）静岡県産業廃棄
物協会

不法投棄廃棄物監視活動 通年 静岡県下

不法投棄監視ステッカーを作成し、静岡県との「廃棄物
不法投棄の情報提供に関する協定」（締結日：平成29年
4月21日）にに基づき、会員一丸となった不法投棄監視
活動を展開する。

19 G
（一社）愛知県産業廃棄
物協会名古屋支部

名古屋市環境局 不法投棄防止啓発活動 平成30年6月 名古屋市内
名古屋支部会員の自動車の両側面に不法投棄防止啓
発ステッカーを掲示し、市内を巡回する啓発活動



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

20 A
（一社）愛知県産業廃棄
物協会尾張西支部

尾張西管内自治体 不法投棄防止パトロール 平成30年6月 尾張西地域
不法投棄場所、不適正処理現場等のパトロール及び所
轄行政への連絡

21 A
（一社）愛知県産業廃棄
物協会尾張北支部

尾張北管内自治体 不法投棄防止パトロール 平成30年6月 尾張北地域
不法投棄場所、不適正処理現場等のパトロール及び所
轄行政への連絡

22 G
（一社）愛知県産業廃棄
物協会尾張南支部

愛知県尾張県民事務所
知多県民センター

不法投棄防止啓発活動 平成30年6月
名鉄知多半田駅東
口

不法投棄防止及び不法投棄ごみの撤去作業等のパネ
ル展示及び通勤通学者へのノベルティ配布と啓発活動

23 A
(一社）愛知県産業廃棄
物協会西三河支部

西三河管内自治体 不法投棄防止パトロール 平成30年6月 西三河地域
不法投棄場所、不適正処理現場等のパトロール及び所
轄行政への連絡

24 A
(一社）愛知県産業廃棄
物協会東三河支部

東三河管内自治体 不法投棄防止パトロール 平成30年6月 東三河地域
不法投棄場所、不適正処理現場等のパトロール及び所
轄行政への連絡

25 B
(一社）愛知県産業廃棄
物協会名古屋支部、尾
張西支部、尾張北支部

環境省中部地方環境事
務所、愛知県、名古屋市

不法投棄物撤去作業 平成30年10月
名古屋市港区地内
日光川左岸藤前干
潟

藤前干潟に不法投棄されたごみの撤去作業

26 B ５３０運動推進委員会 東三河支部
豊橋駅前・豊橋市総合スポー
ツ公園等クリーンアップ大作戦

平成30年5月から平
成30年3月の間で4
回程度

豊橋市地内 行政、地元自治会等と合同の清掃活動

27 B
(一社）愛知県産業廃棄
物協会東三河支部

東三河管内自治体及び
地域住民

不法投棄物撤去作業 平成30年11月 東三河地域
地域社会奉仕活動の一環として毎年実施している不法
投棄物撤去を地域の要請を受け、地元住民と供に実施。

28 H
（公社）
京都府産業廃棄物協会

不適正処理防止パトロール 平成30年9月 京都府内

廃棄物の不法投棄等を防止するとともに府民並びに排
出事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、産業廃棄
物の適正処理及び環境保全についての普及啓発を図る
ことを目的に、京都府内を７地域に分けて実施。
（参加者予定：約28名）

29 H
（公社）
京都府産業廃棄物協会

不適正処理防止パトロール 平成30年11月 京都府内

廃棄物の不法投棄等を防止するとともに府民並びに排
出事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、産業廃棄
物の適正処理及び環境保全についての普及啓発を図る
ことを目的に、京都府内を７地域に分けて実施。
（参加者予定：約28名）

30 D
（公社）
京都府産業廃棄物協会

協会ホームページ
平成30年5月1日
以降

協会ホームページ
協会ホームページにおいて｢不法投棄監視ウィーク」の周
知を実施。



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

31 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

不法投棄防止巡回パトロール ６月１３日（水） 和歌山市周辺

平成１７年度より不法投棄防止の啓発横断幕やマグネッ
ト表示板を装着した協力会員事業所のダンプカー、パッ
カー車など約１０台で隊列を組みパトロ－ルを実施。可能
な範囲で撤去作業を行う。関係行政担当官も帯同。（参
加人数２０～２５名予定）

32 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

平成３０年度第１回不法投棄
防止海上パトロール(通算４７
回)

６月２０日（水） 和歌山県北部沿岸

船をチャーターし、和歌山県・和歌山市・海上保安部の担
当官も乗船。海上から海岸線近くまで船でパトロール。不
法投棄物の有無を確認。後日、関係機関に報告。（参加
人数５～７名予定）

33 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

第２１回クリーンアップキャン
ペーン

６月２４日(日)
浜ノ宮ビーチ（和歌
山市）        天神崎
海岸（田辺市）

２会場、同日時、一斉スタート。会員を中心に会員の家族
も参加し海岸清掃活動。（参加人数５００名程度予定）

34 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

不法投棄防止巡回パトロール ９月予定
伊都郡高野町高野
山周辺

平成１７年度より不法投棄防止の啓発横断幕やマグネッ
ト表示板を装着した協力会員事業所のダンプカー、パッ
カー車など約１０台で隊列を組みパトロ－ルを実施。可能
な範囲で撤去作業を行う。関係行政担当官も帯同。（参
加人数２０～２５名予定）

35 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

不法投棄防止巡回パトロール ９月予定
熊野古道を中心とし
た田辺市周辺

平成１７年度より不法投棄防止の啓発横断幕やマグネッ
ト表示板を装着した協力会員事業所のダンプカー、パッ
カー車など約１０台で隊列を組みパトロ－ルを実施。可能
な範囲で撤去作業を行う。関係行政担当官も帯同。（参
加人数２０～２５名予定）

36 H
（一社）和歌山県産業資
源循環協会

平成３０年度第２回不法投棄
防止海上パトロール（通算４８
回）

１０月予定 和歌山県北部沿岸

船をチャーターし、和歌山県・和歌山市・海上保安部の担
当官も乗船。海上から海岸線近くまで船でパトロール。不
法投棄物の有無を確認。後日、関係機関に報告。（参加
人数５～７名予定）

37 A
（一社）島根県産業廃棄
物協会

県下7保健所、島根県警
察署、
県下市町、森林組合、地
域住民

平成30年度　第1回
廃棄物不法投棄防止パトロー
ル

5月30日～6月5日間 県下全域を対象
島根県からの委託事業として不法投棄監視ウィークの期
間中に県下7保健所管内に重点監視地域を指定し関係
機関の協力を得て実施。

38 A
（一社）島根県産業廃棄
物協会

県下7保健所、島根県警
察署、
県下市町、森林組合、地
域住民

第2回パトロール H30.10月上旬 県下全域を対象
島根県からの委託事業として不法投棄監視ウィークの期
間中に県下7保健所管内に重点監視地域を指定し関係
機関の協力を得て実施。



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

39 B
（一社）島根県産業廃棄
物協会

県下7保健所、島根県警
察署、
県下市町、森林組合、地
域住民

平成30年度不法投棄廃棄物
撤去事業

H30.11月から2月上
旬

県下全域を対象

2回のパトロールで確認された、不法投棄廃棄物をで島
根県産業廃棄物協会が公益事業の一環として回収処分
する。
（市・町の処理施設の協力を得る。）

40 F
（一社）島根県産業廃棄
物協会

島根県廃棄物対策課、
教育長教育指導課、山
陰中央新報

環境教育普及助成事業評議
員会の開催

7月中旬
県下小・中・高校を
対象

県下教育委員会にお願いし小・中・高校が実施する環境
教育事業を募集し、応募校から評議員会で3校を選び助
成金を交付する。

41 D
（一社）えひめ産業廃棄
物協会

（一社）えひめ産業廃棄
物協会

会報　えひめの産廃 年4回発行　5月号 協会広報誌
協会広報誌に「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」につい
て掲載し、不法投棄防止の普及・啓発に努める。

42 D
（一社）えひめ産業廃棄
物協会

（一社）えひめ産業廃棄
物協会

協会ホームページ 4月26日～6月5日 協会ホームページ
協会ホームページにおいて「全国ごみ不法投棄監視
ウィーク」について周知を図る。

43 B
（一社）高知県産業廃棄
物協会

会員事業所
四国八十八ヶ所遍路道清掃活
動

平成30年11月頃 未定

四国４県の産業廃棄物協会で構成する四国地域協議会
において、四国４県が「四国はひとつ」をコンセプトとして
「四国八十八ケ所遍路道」をターゲットとした「清掃活動
事業」を平成20年度から実施している。今年も県内で実
施予定である。

44 A
（公社）福岡県産業廃棄
物協会

福岡県（予定） 不法投棄防止啓発パトロール 平成30年11月頃 福岡市内
福岡県庁でパトロール出発式を開催し、車両５台程
度で県庁～大博通り（博多駅前）までパレード（横
断幕及び音声での公報有）を行う。

45 H
福岡市、（公社）福岡県
産業廃棄物協会

福岡市不法投棄防止強化月
間
街頭キャンペーン

平成30年12月頃 福岡市内
啓発グッズ（マスク）を配布し、市民へ廃棄物の不法投棄
防止を呼び掛ける。

46 B･H
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　福岡支部

福岡県（予定）
不法投棄撲滅キャンペーン
クリーンキャンペーン

未定 福岡市内及び近郊
市街地で不法投棄撲滅を呼びかけた後、同市内で不法
投棄物撤去作業を行う。

47 Ｇ 福岡市 環境フェスティバル福岡 平成30年10月頃 福岡市役所前広場
ブース出展を行い、エコバックの作成を通じて、市民に３
Ｒの推進及び廃棄物の適正処理を呼び掛ける。

48 H
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　筑後支部

環境フェアーｉｎくるめ 平成30年6月頃 久留米市内
ブース出展を行い、パネル展示を通じて、市民及び県民
に３Ｒの推進及び廃棄物の適正処理を呼び掛ける。

49 Ｇ･H
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　筑後支部

久留米市（予定）
不法投棄防止クリーンキャン
ペーン 未定 久留米市近郊

啓発グッズ（マスク）を配布し、市民へ廃棄物の不法投棄
防止を呼び掛ける。



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

50 Ｂ
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　筑豊支部

福岡県（予定） クリーンキャンペーン 未定 未定

51 H
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　北九州支部

クリーンキャンペーン 未定 北九州市内
啓発グッズ（マスク）を配布し、市民へ廃棄物の不法投棄
防止を呼び掛ける。

52 B
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　青年部

ボランティア清掃活動 未定 未定
河川敷に散らばったゴミの一斉清掃を行うことにより、県
民に不法投棄防止を呼び掛けるとともに、地域住民の生
活環境保全を行う。

53 F
（公社）福岡県産業廃棄
物協会　青年部

環境教育活動 平成30年11月頃 未定
中学生を対象に「ｊｏｂｓｔｕｄｙ」を通じ、廃棄物処理につい
て学んでいただく。

54 Ｈ
（一社）佐賀県産業資源
循環協会青年部会

佐賀県・白石町 不法投棄廃棄物撤去作業 H30.6.5 白石町 白石町で不法に投棄された廃棄物を撤去する。

55 Ｈ
（一社）佐賀県産業資源
循環協会

環境月間にタイアップした適正
処理普及啓発活動

H30.6.15 佐賀新聞
環境月間である６月に佐賀新聞「環境特集　２０１８」に広
報を掲載し、県民の適正な処理の理解に努める。

56 Ｆ
（一社）佐賀県産業資源
循環協会青年部会

環境学習活動

57 Ａ
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　長崎支
部

不法投棄パトロール（長崎） 平成３０年４月２１日 長崎市内 不法投棄パトロール　その他１回実施予定

58 Ａ
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　県南支
部

不法投棄パトロール（県南） 平成３０年４月２５日 諫早・島原半島全域 不法投棄パトロール　その他１回実施予定

59 Ａ
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　県央支
部

不法投棄パトロール（県央） 平成３０年６月 大村市内 不法投棄パトロール　その他１回実施予定

60 B
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会

長崎支部、青年部会 アダプトプログラム（長崎） 平成３０年４月２１日
国道２０６号線５００
メートル　赤迫～道
の尾

散乱ごみ回収　その他３回実施予定

61 B
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　県央支
部

アダプトプログラム（県央） 平成３０年６月 森園公園周辺 散乱ごみ回収　その他３回実施予定



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

62 B
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　青年部
会

ボランティア清掃 平成３０年６月２３日 中島川 散乱ごみ回収

63 H
一般社団法人長崎県産
業廃棄物協会　青年部
会

環境特別学習 未定 長崎市内の小学校
幼少期から身の回りのごみに関心を持ってもらい、地域
の環境保全に繋げるために小学校へ出向き環境出前講
座を実施

64 D
(一社)熊本県産業資源循
環協会

協会員等 協会ホームページ 4月16日～6月5日 協会ホームページ
「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」の周知や、不法投棄
監視パトロール・撤去作業について掲載し、普及・啓発に
努める。

65 D
(一社)熊本県産業資源循
環協会

協会員等 くまもとさんぱい【スマイル】 3回／年 協会誌
「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」の周知や、不法投棄
監視パトロール・撤去作業について掲載し、普及・啓発に
努める。

66 A
(一社)熊本県産業資源循
環協会

熊本県、市町村、
協会６支部

不法投棄監視パトロール 6回／年 熊本県下
三者（協会、市町村、熊本県）協議により不法投棄監視
の重点地域箇所のパトロール事業を実施する。

67 B
(一社)熊本県産業資源循
環協会

熊本県、市町村、
協会６支部

不法投棄廃棄物撤去事業 6回／年 熊本県下
三者（協会、市町村、熊本県）協議により生活環境の保
全に影響を及ぼす重点箇所の不法投棄廃棄物の撤去
事業を実施する。

68 B
(一社)熊本県産業資源循
環協会

青年部会
青年部協議会九州ブロック
九州一斉清掃

6月
水前寺成趣園
（熊本市）

九州８県の青年部会で地域貢献として、それぞれの地域
で一斉清掃を実施する。

69 F
(一社)熊本県産業資源循
環協会

青年部会 環境出前講座 8回／年 熊本県下

平成２５年度から不法投棄撲滅のためには小学校在校
時から３Ｒ事業及び廃棄物処理に関する「環境教育」を
行うことが重要と考え、環境出前講座を実施している。そ
の実績に伴い平成２８年度からは、熊本県義務教育課と
本協会が広報を行い、青年部会が出前講座を実施して
いる。

70 A 大分県産業廃棄物協会 不法投棄防止・啓発パトロール
H29.5月中旬
　　～6月中旬

県下６ブロック

各ブロックごとに会員が管内の道路沿線を「廃棄物パト
ロール」のマグネットシートを貼付したパトロール車で不
法投棄撲滅の啓発活動を兼ねて巡視し、廃棄物の不法
投棄を発見した場合、行政機関へ位置、廃棄物の種類、
量等の情報を提供する。
この活動は、県下６ブロックごとに毎月定例的に実施す
るが、5月～6月は、全国不法投棄監視ウイーク中に実施
するようにする。

71 G 大分県産業廃棄物協会
県、保健所、県議会議員
市町村

不法投棄撲滅・街頭啓発活動 平成29年6月5日 県下６ブロック

各ブロックの会員が行政関係者の参加を得て、各ブロッ
クの主要交差点や駅前等に不法投棄撲滅やリサイクル
を呼びかける横断幕やのぼり旗を掲出し、ベストやたす
きを着用してチラシを配付するなど、不法投棄撲滅の街
頭啓発活動を行う。



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1 Ｄ ３Ｒ活動推進フォーラム
全国ごみ不法投棄監視ウィー
クへの会員への協力依頼

2018年4月中頃
３Ｒ活動推進フォーラム会員に配信している事務局通信
に掲載し,会員団体に協力を呼びかける。

2 Ｄ ３Ｒ活動推進フォーラム
全国ごみ不法投棄監視ウィー
クのホームページへの掲載

2018年4月中頃
３Ｒ活動推進フォーラムホームページに環境省の「全国
ごみ不法投棄監視ウィーク」の実施についてを掲載し、
広く協力を呼びかける。

3 Ｇ ３Ｒ活動推進フォーラム
エコライフ・フェア2018への出
展

2018年6月２～３日
東京都立代々木公
園イベント広場

ブース出展し、パネル展示、刊行物・チラシ等の配布、
ゲームによる３Ｒの啓発活動を行う。

4 Ｂ・Ｈ
スチール缶リサイクル協
会

３Ｒ活動推進フォーラム 散乱防止・美化キャンペーン
2018年6月1日
2018年11月18日

鹿児島市内
和歌山市内

清掃活動およびあき缶のポイ捨て防止・地域美化推進
の啓発活動を行う。

5 Ｂ・Ｈ ３Ｒ活動推進フォーラム
３Ｒ推進月間用ポスターデータ
の作成及びホームページへの
掲載

2018年9月頃

平成29年度３Ｒ促進ポスターコンクールの中学生及び小
学生中学年の部の入賞作品を使った３Ｒ推進月間用ポ
スターを作成、ホームページからPDFをダウンロードし
て、利用できるようにする。

6 Ｅ （公財）廃棄物・3Ｒ研究財団 ３Ｒ活動推進フォーラム 年次報告会 2018年9月頃 墨田区内
調査・研究成果、取り組みなどを発表する平成30年度年
次報告会を開催する。

7 Ｇ ３Ｒ活動推進フォーラム
第13回３Ｒ推進全国大会の３Ｒ
推進展示コーナーへのブース
出展

2018年10月12日
富山国際会議場（富
山市内）

出展ブースで、パネル展示、刊行物・チラシ等の配布等
による３Ｒ啓発活動を行う。

8 Ｅ ３Ｒ推進団体連絡会 ３Ｒ活動推進フォーラム 容器包装交流セミナー
2018年7月31日
2018年9月28日
2018年11月27日

山形市
金沢市
高知市

容器包装の３Ｒに関する市民・自治体・事業者との意見
交換会を行う。

9 Ｅ ３Ｒ活動推進フォーラム
リデュース・リユース・リ
サイクル推進協議会

循環・３Ｒリレーセミナー 2019年2月頃 都内
３Ｒ活動推進フォーラムとリデュース・リユース・リサイク
ル推進協議会の会員向けに３Ｒを推進するセミナーを開
催する。

３R活動推進フォーラム及び関係団体

○ ウィーク期間内外において実施する事業



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1 EF
一般社団法人日本環境
保全協会

全国傘下会員団体・社 平成30年度定時総会 6月7日 東京都千代田区

廃棄物処理・リサイクル行政に積極的に協力し、し尿処
理事業・ごみ処理事業・浄化槽事業の健全育成のため、
特別講演会を実施する等一般廃棄物適正処理推進を行
う。

2 H
一般社団法人日本環境
保全協会

全国傘下会員団体・社
廃棄物処理・再資源化事
業等関連企業

第52回環境保全機器展 6月7日 東京都千代田区
廃棄物の適正処理・リサイクル事業及び生活排水処理
事業の効率・多角的な事業展開を図るために関連企業
との情報交流を行う。

3 EF
一般社団法人日本環境
保全協会

全国傘下会員団体・社
熊本県市町村

平成30年度一般廃棄物適正
処理推進大会in熊本

11月8日 熊本県熊本市

廃棄物処理・リサイクル行政に積極的に協力し、し尿処
理事業・ごみ処理事業・浄化槽事業の健全育成のため、
特別講演会を実施する等一般廃棄物適正処理推進を行
う。

4 AB
一般社団法人茨城県環
境保全協会

つくば市
不法投棄監視パトロール及び
道路清掃活動

6月2日 茨城県つくば市
つくば市内の不法投棄監視パトロール及び市内道路清
掃活動（ごみ拾い）を実施する。

5 AB
一般社団法人茨城県環
境保全協会

北茨城市
不法投棄監視パトロール及び
道路清掃活動

11月（未定） 茨城県北茨城市
北茨城市内の不法投棄監視パトロール及び市内道路清
掃活動（ごみ拾い）を実施する。

6 BD
埼玉県一般廃棄物連合
会

清掃活動 10月（未定） 埼玉県さいたま市
市民の意識向上を図るため、市街地清掃及びポイ捨て
禁止啓発グッズの配布を実施する。

7 B
富山県環境保全協同組
合

第26回立山環境美化登山 7月22日 富山県立山室堂
地域の環境保全に寄与することを目的とし、富山県の代
表的な観光地である立山に登りごみ拾い運動を行う。

一般社団法人日本環境保全協会及び都道府県団体

○ ウィーク期間内外において実施する事業



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1 E
全国一般廃棄物環境整
備協同組合連合会

傘下会員団体 平成30年度第16回全国大会 10月１９日 東京都千代田区
環境省から講師を招聘し廃棄物・リサイクル行政、廃棄
物適正処理の推進等について講演会を実施する。

2 Ｄ
全国一般廃棄物環境整
備協同組合連合会

全国一般廃棄物環境整
備協同組合連合会

機関紙への掲載 ５月予定
機関紙「全国環境連」に記事を掲載し、所属組合員への
普及啓発を図る。

3 Ｂ
鳥取県環境整備事業協
同組合

鳥取県環境整備事業協
同組合　大山町

大山一斉清掃 10月14日 鳥取県大山町
鳥取県の名峰「大山」が2018年に開山300年を迎えるに
あたり、地域の環境美化に寄与することを目的に清掃活
動を行う。

4 Ｂ
大分県環境整備事業協
同組合（青年部）

大分県環境整備事業協
同組合　組合員

環境美化活動 4月8日 大分県佐伯市
地域の環境保全に寄与することを目的とし、ごみ拾いを
行う。

5 Ｂ
大分県環境整備事業協
同組合（青年部）

大分県環境整備事業協
同組合　組合員

環境美化活動 １１月予定 県内
地域の環境保全に寄与することを目的とし、ごみ拾いを
行う。

6 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

地域清掃活動 毎月第２・４金曜日 鹿児島県霧島市
周辺の河川敷の公園の草むしりや落ち葉拾い等の清掃
を行っている。

7 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

公共施設美化作業活動 毎年９月中旬 鹿児島県垂水市
秋のスポーツ活動時期に市の公共施設や陸上競技場及
び周辺の草刈りや美化作業、遊歩道の清掃作業を行っ
ている。

8 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

不法投棄物の回収 毎年６月中旬 鹿児島県指宿市
開聞岳周辺道路の山林や里道付近の不法投棄物（タイ
ヤ、テレビ等）の回収を行っている。

9 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

登山道の倒木や芝刈活動 4月26日 鹿児島市郡山町 商工会を協働で山開き前の登山道整備を行っている。

10 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

環境美化活動 毎週金曜日 鹿児島県湧水町 周辺の環境美化活動を行っている。

11 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

地域活動時のゴミ収集
・毎月初め
・毎月第２・４月曜日

鹿児島県鹿屋市 周辺道路のごみ収集を行っている。

全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会及び都道府県団体

○ ウィーク期間内外において実施する事業



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

12 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

JR西大山駅前広場清掃活動 毎週金曜日 鹿児島県指宿市
ＪＲ西日本最南端の駅ということで観光客の増加し、賑わ
う駅前の環境美化活動を行っている。

13 ＢＣ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

道路に散乱したごみ拾い活動 毎月初め 鹿児島県志布志市
道路のごみ拾いを行い、回収したごみは分別、洗浄して
埋立ごみを減らしている。

14 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

会社周辺道路清掃活動 毎月第1水・木曜日 鹿児島県姶良市
周辺の道路を４コースに分け、空き缶類、吸い殻等ごみ
拾いを行っている。

15 Ｂ
全国一般廃棄物環境整
備連合会

鹿児島県環境整備事業
協同組合員

町民体育祭前の草刈りごみ収
集活動

毎年10月第１日曜
日

鹿児島県徳之島町
「徳之島町町民体育祭」のボランティア活動で草刈りやご
み回収を行っている。



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1 F・H
一般社団法人三重県清
掃事業連合会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

一般社団法人三重県清掃事
業連合会　研修会

5月11日予定
プラトンホテル四日
市

「一般廃棄物の適正処理の推進」をテーマにして研修会
を開き、環境省から講師派遣を受ける等外部専門家を招
き、適正処理の徹底を図る。

2 F・H
一般社団法人愛知県清
掃事業連合会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

一般社団法人愛知県清掃事
業連合会　社員総会記念研修
会

5月18日予定
名鉄ニューグランド
ホテル

同上

3 F・H
新潟県一般廃棄物処理
業者協議会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

新潟県一般廃棄物処理業者
協議会　研修会

6月26日予定
Hニューオータニ長
岡

同上

4 F・H
田原市清掃事業協同組
合

一般社団法人全国清掃
事業連合会

田原市清掃事業協同組合　研
修会

7月予定 田原文化会館 同上

5 F・H
一般社団法人広島県清
掃事業連合会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

全清連　広島地区研修会 7月13日予定
リーガロイヤルホテ
ル広島

同上

6 F・H
鳥取県清掃事業協同組
合

一般社団法人全国清掃
事業連合会

全清連　鳥取地区研修会 8月24日予定
Hニューオータニ鳥
取

同上

7 F・H
一般社団法人大阪府清
掃事業連合会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

一般社団法人大阪府清掃事
業連合会　研修会

10月11日予定
大阪国際交流セン
ター

同上

8 F・H
一般社団法人全国清掃
事業連合会

全国研修大会 10月24日予定 砂防会館 同上

9 F・H
一般社団法人京都府清
掃事業連合会

一般社団法人全国清掃
事業連合会

一般社団法人大京都府清掃
事業連合会　研修会

11月予定 府内 同上

10 F・H 高松清掃事業協同組合
一般社団法人全国清掃
事業連合会

全清連　香川地区研修会 11月予定 県内 同上

11 F・H 山口県清掃事業連合会
一般社団法人全国清掃
事業連合会

全清連　山口地区研修会 11月予定 県内 同上

一般社団法人全国清掃事業連合会及び都道府県団体

○ ウィーク期間内外において実施する事業



番号 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

12 F・H
岐阜県清掃事業協同組
合

一般社団法人全国清掃
事業連合会

岐阜県清掃事業協同組合　研
修会

2月15日予定 岐阜グランドホテル 同上


