
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　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

市町村別（政令市除く）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



○ ウィーク期間内外において実施する事業    

番号
都道府県

名
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 北海道 A
登別市、室蘭警察、
陸上自衛隊

- 夜間・早朝パトロール 5月下旬 市内 市内不法投棄多発地域を重点に、循環計画を定めて実施する。

2 北海道 A 標津町
環境省北海道地方
環境事務所

不法投棄監視カメラの設置
4月10日～6月30
日

薫別地区 無償借受の監視カメラでの不法投棄監視を実施する。

3 北海道 B 稚内市
官公庁、民間業者、
各種団体、一般市民
等

坂の下海岸「クリーン作戦」 6月1日 坂の下海岸
市民・各種団体に呼びかけをし、海岸線の清掃美化活動を実施
する。

4 栃木県 AB
利根川上流河川利用
者協議会

国 渡良瀬遊水地クリーン作戦 4月14日 渡良瀬遊水地
国土交通省、遊水地周辺4市2町の自治体職員及び一般ボラン
ティアによる一斉美化活動を実施する。

5 埼玉県 B
さいたま市、上尾市地
区荒川クリーン協議
会

国土交通省、埼玉県、埼
玉県環境産業振興協
会、さいたま市、上尾市

さいたま市・上尾市地区荒
川クリーン協議会不法投棄
物一斉撤去

11月中旬
さいたま市・上尾市
地区の荒川河川敷

不法投棄物一斉撤去を実施する。

6 東京都 D 葛飾区
国土交通省、東京
都、鉄道会社、警察
署、区の郵便局

不法投棄監視ウィークにあ
たり、関係機関への呼びか
け

ウィーク期間前に
連絡

- 関係機関へ「不法投棄監視ウィーク」協力の呼びかけを行う。

7 石川県 H 中部地方環境事務所 宝達志水町
不法投棄監視通報システ
ム装置

8月～9月
宝達志水町見砂地
内

従来不法投棄が多い場所に、環境省中部地方環境事務所から
2ヶ月間不法投棄監視システムを設置、不法投棄の監視強化を行
う。

8 石川県 H 中部地方環境事務所 白山市
不法投棄監視通報システ
ム装置

6月～7月 市内
不法投棄されやすい場所に、環境省中部地方環境事務所から
2ヶ月間不法投棄監視システムを設置することで、不法投棄の監
視強化を行う。

9 石川県 H 中部地方環境事務所 加賀市
不法投棄監視通報システ
ム設置

7月～9月 分校地内
不法投棄されやすい場所に、環境省中部地方環境事務所から
2ヶ月間不法投棄監視システムを設置することで、不法投棄の監
視強化を行う。

10 石川県 H 中部地方環境事務所 七尾市
不法投棄監視通報システ
ム

10月～12月 市内
不法投棄されやすい場所に2ヶ月間監視カメラを設置することで
不法投棄の監視強化を行う。

11 福井県 Ａ 小浜市 中部環境事務所 監視カメラ設置 4月～6月 市内
不法投棄多発地域に対し、監視カメラを設置することで、不法投
棄の抑止効果を期待する。

平成26年度　市町村別（政令市除く）取組内容

＊網掛け部分は主な連携事業例、以下同じ。（濃いもの：国等との連携・淡いもの：自治体等との連携）



番号
都道府県

名
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 三重県 A
紀宝町職員労働組合
等

林野庁等
第2回、七里御浜・王子ヶ
浜一斉クリーン作戦

4月20日 紀宝町井田海岸 紀宝町職員労働組合、その他（団体）による海岸清掃活動。

13 広島県 B
海田町、海田町公衆
衛生推進協議会、海
田町自治会連合会

自治会、PTA、海田
町商工会、各学校、
陸上自衛隊等

空き缶等散乱ごみ追放
キャンペーン

6月29日、9月28日 町内
地域の環境は、住民自らがまもるという意識のもと、町と住民が
一体となってキャンペーンを実施し、環境美化意識の高揚と地域
環境美化実践活動の定着化を図る。

14 山口県 B
瀬戸内・海の路ネット
ワーク推進協議会

宇部市、自治会、国
土交通省

第19回リフレッシュ瀬戸内
海岸清掃

6月10日
宇部市西岐波及び
東岐波の海岸

市民が参加して海岸の一斉清掃を実施する。

15 高知県 B 四万十市
国土交通省、高知県
幡多土木事務所

四万十川一斉清掃 4月6日 四万十川流域
四万十川など河川及び周辺の清掃活動で、市民の清流保全意識
の向上を図る。

16 福岡県 B 直方市

ＮＰＯ法人直方川づくりの
会、働く婦人の家利用者
の会、河川敷利用者(酪
農家）、NEXCO西日本、
国土交通省、一般市民、
ほか

春の遠賀川一斉清掃～ゴ
ミゼロで笑顔の遠賀川～

5月31日
遠賀川・彦山川河川
敷

毎年梅雨時期に下流の河口堰や芦屋海岸まで大量のゴミの漂着
をもたらすとともに、水環境を悪化させ、流域の景観や印象を著し
く損ねる不法投棄のゴミをボランティアにより回収する。

17 熊本県 B 嘉島町、国 町民 緑川の日一斉清掃 4月29日 町内（緑川沿岸） 緑川の日に伴う町内の緑川沿岸の清掃作業を実施する。

18 熊本県 B 美里町、国等 町民 緑川の日一斉清掃 4月中 町内（緑川沿岸） 緑川の日に伴う町内の緑川沿岸の清掃作業を実施する。

19 沖縄県 Ｂ 豊見城市 海上保安庁 クリーンアップ作戦 6月7日 豊崎美らSUNビーチ 海岸清掃を実施する。

20 北海道 B 小樽市
北海道、市民ボラン
ティア、学校、企業等

ポイ捨て防止！街をきれい
にし隊

5月～7月
小樽市花園グリー
ンロード

北海道で制定している「北海道空き缶等の散乱の防止に関する
条例」（平成15年12月1日施行）に基づき、平成18年6月に結成し
た市民ボランティア等を中心とした「ポイ捨て防止！街をきれいに
し隊」、北海道、各種団体・事業者や学校などと連携し、啓発・清
掃活動を実施する。

21 北海道 B
積丹町、余市警察署、積
丹町技能士会、積丹町自
然環境保全協議会等

- ゴミ持ち帰り運動 7月28日、8月1日 町内 清掃・美化活動を実施する。

22 北海道 B
積丹町、余市警察署、積
丹町技能士会、積丹町自
然環境保全協議会等

-
クリーン作戦（空き缶拾い
等）

8月24日 町内 清掃・美化活動を実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

23 北海道 A
登別市、室蘭警察、
登別市衛生団体連合
会

- 市民への街頭啓発活動 6月上旬
市内大型量販店３
店

不法投棄・ポイ捨て・犬のふんの放置防止の街頭啓発を行う。

24 北海道 Ａ
平取町外2町衛生施
設組合

平取町、日高町、む
かわ町

不法投棄パトロール 5月30日～6月5日 構成町内 不法投棄パトロールを実施する。

25 青森県 A 市町村 青森県 合同パトロール 随時 未定
県、環境管理事務所、環境美化推進員が共に地域の清掃活動を
実施する。

26 岩手県 B 秋田県鹿角市
八幡平市、青森県田
子町

四角岳清掃登山 6月 四角岳 ポイ捨てごみの清掃活動を実施する。

27 岩手県 B
気仙川清流化推進協
議会

陸前高田市、住田町 気仙川一斉清掃 4月20日、9月28日
陸前高田市、住田
町

気仙川流域の一斉清掃を実施する（年2回）。

28 秋田県 B
潟上市、五城目町、
井川町、大潟村

- 八郎湖クリーンアップ作戦 6月1日 八郎湖周辺
第33回目になる八郎潟クリーンアップを多くの住民参加のもと実
施する。

29 山形県 D 35市町村 - 広報誌による啓発 5月 -
各市町村広報誌に「不法投棄110番」の設置等について掲載し、
啓発を図るとともに不法投棄の情報提供を呼びかける。

30 埼玉県 B 県内市町村 県、自治会等 地域一斉清掃活動 5月30日 各市町村 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

31 埼玉県 A 県内市町村 - 不法投棄防止パトロール 通年 各市町村
山林、河川敷等のパトロール及び不法投棄ごみ撤去を行う(変更
前：山林、河川敷等を夜間２時間パトロール)。

32 埼玉県 B 吉川市
江戸川河川事務所
埼玉県

市内一斉美化運動 5月25日 市内 市民による市内全域のごみ拾いを実施する。

33 千葉県 BD 県内市町村 - ゴミゼロ運動 5月27日 各地域
ごみの散乱防止と再資源化推進の普及啓発を目的とした、散乱
空き缶等の県内一斉清掃を主とするキャンペーンを実施する。

34 千葉県 BD 浦安市 浦安警察
不法投棄パトロール及び広
報誌等による啓発

パトロールは通
年、啓発は6月1日

市内
不法投棄多発箇所を重点的に、市内全域のパトロールを実施し、
不法投棄物の回収（場合によっては警察官の現場検証）を行う。
また、不法投棄撲滅を目的とし、監視活動の強化をＰＲする。

35 神奈川県 BE 大和市 神奈川県
不法投棄監視ウィーク（合
同行動日）

6月21日 大和市北部地域
1　市内団体の清掃活動報告。
2　神奈川県の不法投棄の現状報告。
3　参加者による会場周辺の清掃活動。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

36 新潟県 A 阿賀野市
県、土地改良区、地
元自治会等

阿賀野市不法投棄防止パ
トロール

11月1日から１週
間

不法投棄多発地

県の不法投棄監視パトロール「秋のウイーク」に呼応し、阿賀野
市の「仮」不法投棄防止連絡会議の合意により本市内で不法投
棄防止パトロールを実施する。なお、本年度は監視カメラの設置
や多発地自治会の協力を得て、集落内に不法投棄防止のぼりを
設置予定。

37 新潟県 A
成願寺町、栖吉町環
境美化重点地区連絡
会議

長岡市 会議の開催及びパトロール
6月上旬～11月中
旬

市内
不法投棄の多い地区の生活環境の保全を図るため、パトロール
等を行う。

38 富山県 A
富山県、石川県、金
沢市

小矢部市、津幡町、
七尾市

不法投棄監視パトロール 10月頃 富山・石川県境 県と関係市町による不法投棄監視パトロールを実施する。

39 山梨県 B 身延町 町内団体、県、町 本栖湖西岸クリーン大作戦 10月頃 本栖湖西岸
観光シーズンが終った10月に町民を中心に地元の本栖湖の清掃
活動を行う。

40 山梨県 B
身延山クリーン大作
戦実行委員会

町内団体、小中学
校、県、町

身延山クリーン大作戦 4月25日 身延駅～久遠寺
生活している町民一人ひとりが身近な環境保全を図ることによ
り、環境にやさしい町づくりを進めることを目的とし、道路・周辺の
ごみ拾いを行う。

41 長野県 A 長野県 泰阜村 巡回パトロール 週1回 泰阜村 不法投棄監視連絡員によるパトロールを実施する。

42 長野県 B
長野県、須坂市、商
店街

-
須坂駅前さわやかクリーン
作戦

6月中 須坂駅前周辺 駅前周辺の美化活動、放置自転車の整理を実施する。

43 長野県 B
長野県、箕輪町、伊
那警察署

-
河川不法投棄監視パト
ロール

5月16日 箕輪町内一級河川 県、町、警察による町内河川の監視パトロールを実施する。

44 長野県 A 長野県、山ノ内町 - パトロール 6月～11月 町内
不法投棄監視連絡員によるパトロールのほか町担当者によるパ
トロールを実施する。

45 岐阜県 B
可児市、瑞浪市、御
嵩町

市民・町民 松野湖クリーン作戦 １1月下旬 松野湖
可児川の源流である松野湖を隣接する自治体2市1町の市民・町
民で清掃活動を行う。

46 岐阜県 A
関市、美濃市、郡上
市

- 不法投棄監視パトロール 5月～6月 各市内
市内の不法投棄頻発箇所の監視パトロール、不法投棄防止柵な
どの点検、修理、ポイ捨てごみの回収などを実施する。

47 岐阜県 A 各務原市 各務原警察署 不法投棄夜間パトロール 6月 市内
不法投棄が多発する場所について、警察署と合同で夜間パト
ロールを行う。

48 静岡県 A 熱海市 函南町、湯河原町
廃棄物不法投棄防止合同
パトロール

11月、12月
熱海市、湯河原、函
南両町との境界付
近

不法投棄撲滅のため、「熱海市、湯河原町」「熱海市、函南町」に
よる合同パトロールを実施し、市町境界付近の不法投棄等を早期
発見するとともに、未然防止を図り、生活環境の保全に努める。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

49 京都府 A 長岡京市
向日町警察署、京都
府乙訓土木事務所

不法投棄防止対策パト
ロール

5月13日、8月、10
月、1月

市内

長岡京市不法投棄対策本部を設置して不法投棄対策を推進関
連部署（危機管理監・総務課・農林振興課・環境業務課・都市計
画課・公園緑地課・まちづくり政策監・環境政策監・環境監視員）
が合同で、年4回市内一円を不法投棄パトロールして状況を把握
し、向日町警察署や京都府乙訓土木事務所等関連機関とも協議
し不法等の根絶を目指す。

50 大阪府 A
泉佐野市、熊取町、
田尻町

泉佐野警察、岸和田土
木事務所、阪南港湾事
務所、漁港管理事務所

泉佐野・熊取町・田尻町地
域不法投棄対策連絡会

6月頃、11月
泉佐野、熊取町、田
尻町全域

廃棄物の不法投棄防止パトロール及び回収、不法投棄対策に関
する情報交換、調査研究を実施する。

51 大阪府 B 大阪府、池田市
宅地建物取引業協
会、小売酒販組合等

不法簡易広告物除去活動
（ごみゼロの日）

5月30日 市内各地
協力各団体に呼びかけ、府土木事務所との協働により、不法簡
易広告物の除却活動を実施し、環境の美化及び保全への関心を
高める。

52 大阪府 A 高石市
大阪府鳳土木事務
所

不法投棄防止啓発活動 毎月第3金曜日 市内臨海地区
毎月、臨海地区の巡回・監視を行い、路上等に不法投棄された散
乱ごみ等の清掃活動を行う。

53 大阪府 A 能勢町
町職員、豊能警察署、大
阪府池田土木事務所、
豊能事業所防犯協議会

不法投棄監視パトロール
及び不法投棄対策会議

5月、11月 能勢町内
年2回を基本に町内全域不法投棄監視パトロール及び回収、同
日に対策会議を実施する。

54 奈良県 A 川上村
県警、地域安全推進
委員

不法投棄撲滅のための啓
発活動及び夜間パトロール

年数回 村内 不法投棄撲滅のための啓発活動及び夜間パトロールを行う。

55 奈良県 A 桜井市
県景観・環境総合セ
ンター

不法投棄防止監視パト
ロール

6月中 市内
市と県景観・環境総合センターによる市内全域の監視パトロール
を実施予定。

56 奈良県 A 大和郡山市
県景観・環境総合セ
ンター

不法投棄ゴミ収集及び監
視パトロール

6月上旬 市内 市内で不法投棄ゴミの収集及び監視パトロールを実施する。

57 奈良県 AD 川上村

警察、地域安全推進員、
奈良県環境保全推進員・
道路管理者・広報担当・
環境担当

不法投棄防止キャンペーン 調整中 村内 不法投棄撲滅に伴う啓発啓発及び監視を行う。

58 奈良県 B 天川村 吉野土木事務所 村民１日ボランティア清掃 4月20日 村内 村内の美化清掃を行う。

59 奈良県 D 天川村 吉野土木事務所 村民１日ボランティア清掃 4月20日 村内 無線放送、広報誌による啓発を行う。
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60 和歌山県 A 串本町
和歌山県（新宮HC串
本支所）

不法投棄監視カメラの設置
場所の選定

6月中 町内
和歌山県が実施している不法投棄監視カメラ貸与事業に参加す
るため、監視カメラが設置可能な不法投棄現場を調査・選定す
る。

61 和歌山県 A 古座川町
和歌山県（新宮HC串
本支所）

不法投棄監視カメラの設置
場所の選定

6月中 町内
和歌山県が実施している不法投棄監視カメラ貸与事業に参加す
るため、監視カメラが設置可能な不法投棄現場を調査・選定す
る。

62 岡山県 B
津山市環境衛生推進
委員会、県、津山市

- 第41回河川清掃 6月2日
吉井川宮川、藺田
川

町内会、県、市による吉井川本流、支流の河川清掃を実施する。

63 広島県 A 竹原市 広島県 不法投棄監視パトロール 随時 市内 不法投棄多発場所のパトロールを実施する。

64 山口県 A 岩国市
産廃協会、健康福祉
センター、土木事務
所、県警、自治会

不法投棄防止パトロール 6月16日 林道大谷線
岩国市環境事業所が把握している不法投棄場所から対象地区を
選定してパトロールし、不法投棄物の回収を実施する。

65 香川県 A 東かがわ市 香川県警 不法投棄監視パトロール 通年（年9回） 市内
警察及び環境美化委員と連携して不法投棄発生場所を中心にパ
トロール及び撤去を実施する。

66 香川県 B
湊川をきれいにする
会

香川県、東かがわ
市、自治会

湊川の一斉清掃 3月
湊川流域、与田川
流域

湊川流域を、約1,000名が清掃活動を行う。

67 香川県 B
与田川流域環境保全
推進協議会

香川県、東かがわ
市、自治会

与田川の一斉清掃 3月
湊川流域、与田川
流域

与田川流域を、約700名が清掃活動を行う。

68 福岡県 C 直方市 ソニー㈱、北九州市
小型電子機器の実証実験
回収

通年
直方市役所、拠点
回収場所

廃棄される小型電子機器からの希少金属類の回収及び事業化を
目的とした実証実験を行う。

69 熊本県 A 人吉市
県、警察、廃棄物協
会

不法投棄防止啓発合同パ
トロール

6月初旬 市内 市内一円の不法投棄パトロールを実施する。

70 熊本県 B 美里町、自治体等 町民 環境美化行動の日 6月中 町内
熊本県民環境美化行動の日に伴う町内一円の清掃作業を実施
する。

71 熊本県 B 美里町、自治体等 町民
くまもと・みんなの川と海づ
くりデー

8月中 町内（河川）
くまもと・みんなの川と海づくりデーに伴う町内河川の清掃作業を
実施する。

72 熊本県 A 水上村
県、警察、廃棄物協
会

環境パトロール 6月頃 村内 村内一円の不法投棄パトロールを実施する。
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73 宮崎県 AD
えびの市、小林市、高
原町

小林保健所 不法投棄啓発キャンペーン 9月
えびの市、小林市、
高原町内

各地域の市内啓発パレード広報活動・街頭キャンペーンによるチ
ラシの配布を行う。

74 鹿児島県 A 与論町 警察署 合同監視パトロール 5月31日、6月5日 町内
町と警察署が連携して廃棄物の不法投棄について町内全域の監
視パトロールを実施する。

75 沖縄県 Ｂ 豊見城市 那覇市等 漫湖チュラカーギ 6月21日 漫湖 清掃活動を実施する。

76 沖縄県 Ｂ 豊見城市 那覇市等 国場川水あしび 11月末
国場川(豊見城市河
川)

清掃活動を実施する。

77 北海道 B 石狩市 - 市内一斉クリーン作戦
4月下旬～6月上
旬

市内 市内の各町内会がごみ拾いを実施する。

78 北海道 B 石狩市
石狩観光協会、石狩
建設事業協会

クリーンアップ日本海ｉｎ石
狩

6月下旬 石狩浜海水浴場
海水浴場の海開き前に、２００名以上の参加人数で砂浜のごみ拾
いを実施する。

79 北海道 B 石狩市 - 石狩川クリーンアップ作戦 7月下旬
茨戸川花畔地区河
畔

清掃活動を実施する。

80 北海道 B
石狩湾新港企業団地
連絡協議会

- 新港地域内クリーン作戦 5月15日 石狩新港地域 地域に立地する企業や官公庁による一斉清掃活動を実施する。

81 北海道 Ｄ 雨竜町 - 不法投棄看板掲示
5月上旬～1１月
上旬

町内15ケ所 看板掲示による不法投棄禁止の啓発を行う。

82 北海道 B
釧路町内各種団体
（町内会、事業者、学
校）

釧路町 町内一斉清掃
4月～6月、9月～
10月

町内 清掃活動を実施する。

83 北海道 B 幌延町
幌延町、町内各事業
所、町内会女性連絡
協議会等

クリーン作戦
5月下旬、10月上
旬

町道、河川敷地 清掃活動を実施する。

84 北海道 A 七飯町 - 不法投棄監視パトロール
4月～12月（週3
回）

町内 自治体による不法投棄監視パトロールを実施する。

85 北海道 B 知内町 知内町内会連合会
春の全町一斉清掃「知内
町ゴミゼロの日」

4月20日 町内
町内にある河川・海岸・道路沿いの不法投棄ごみを全町内会で実
施する。

86 北海道 B 弟子屈町 個人、団体、企業等 摩周湖クリーンウォーク 5月31日 町内 清掃活動を実施する。
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87 北海道 B 神恵内村 個人、団体 神恵内村クリーン作戦 4月29日 村内 清掃活動を実施する。

88 北海道 B
沼田町、沼田町社会
福祉協議会、沼田町
自治振興協議会

沼田町交通安全協
会

クリーン沼田空き缶回収一
斉運動

5月11日 町内
ボランティア約200名と地域住民が、道路沿線に散乱している空き
缶やゴミを回収するとともに、ドライバー等に交通安全と環境美化
を呼びかける。

89 北海道 H 登別市
市内収集運搬業許
可業者2社

不法投棄防止ステッカーに
よる啓発活動

6月中 市内
6月に、登別市の庁用車及び許可業者の収集運搬車に、不法投
棄防止ステッカーを貼ることによる啓発活動を行う。

90 北海道 A 蘭越町 - 不法投棄巡回監視 6月下旬 町内 町職員による不法投棄の巡回監視を実施する。

91 北海道 B せたな町 各町内会 春のクリーン作戦 4月中旬～5月末 町内 清掃活動を実施する。

92 北海道 B
シーニックバイウェイ
北海道、大雪・富良野
ルート237花倶楽部

地域住民、各種団
体、企業等、上富良
野町

ゴミゼロキャンペーンクリー
ン作戦

5月上旬 町内 国道・道道の一斉清掃活動を実施する。

93 北海道 B 芦別市教育委員会 - 全市一斉親子クリーン作戦 5月11日 市内 市民による町内の清掃活動を実施する。

94 北海道 D 芦別市 -
町内会回覧による啓発活
動

5月 市内 市民を対象としたごみ処分場の業務説明と施設見学を行う。

95 北海道 B 歌志内市 - 春の全市一斉清掃 5月1日～5月31日 市内 町内会による町内清掃活動を実施する。

96 北海道 B
えりも町内自治会及
び
団体

- 地域のクリーン作戦活動 4月1日～6月30日 町内各地区 町内各自治会単位で会員によるごみ拾い等を実施する。

97 北海道 A えりも町 - 不法投棄パトロール
5月中旬～6月下
旬

町内 自治体職員による監視パトロールを実施する。

98 北海道 B
恵庭市職員ボランティ
アサークル「シボラ」

恵庭市
ごみゼロキャンペーン「ク
リーンウォーキング２０１４」

5月30日 市内 清掃活動を実施する。

99 北海道 B 恵庭市 -
恵庭市ごみ処理場周辺清
掃

5月下旬
恵庭市盤尻２５５－
４

清掃活動を実施する。

100 北海道 A 千歳市 - 不法投棄夜間パトロール 5月、10月 市内 自治体職員による不法投棄夜間パトロールを実施する。
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101 北海道 D 千歳市 - 広報紙による啓発活動 5月 市内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を実施する。

102 北海道 A 千歳市
商工会議所、企業、
町内会

ボランテイア清掃 4月～11月 市内 町内会・企業などの団体による清掃活動を実施する。

103 北海道 B
標津地区町内会連合
会

標津町 春の一斉清掃 5月11日 町内 地域住民によるごみ拾いを実施する。

104 北海道 B 川北連合町内会 標津町 春の一斉清掃 5月11日 町内 地域住民によるごみ拾いを実施する。

105 北海道 B
余市川クリーンアップ
実行委員会

- 余市川クリーンアップ作戦 5月24日 余市川流域 河川敷の清掃活動を実施する。

106 北海道 D 豊頃町 - 広報紙による啓発活動 4月～5月 町内全戸 不法投棄防止啓発として、広報紙にて周知する。

107 北海道 B 各町内会 豊頃町、各町内会 路上一斉清掃 4月～5月
国道・道道・町道及
び各町内会周辺

清掃活動を実施する。

108 北海道 A 豊頃町観光協会 豊頃町、町内事業所 観光地環境整備 5月23日 大津海岸周辺 清掃活動を実施する。

109 北海道 B 幕別町 - 全町一斉クリーン作戦 5月11日 町内
町民参加による町道沿い不法投棄ごみの一斉清掃活動を実施す
る。

110 北海道 B 栗山町 - 春の全町一斉清掃 4月20日 町内 町民による町内の清掃活動を実施する。

111 北海道 Ｆ 栗山町 - ごみ処分場施設見学会 5月下旬
資源リサイクルセン
ター及び環境セン
ター

町民を対象したごみ処分場の業務説明と施設見学を実施する。

112 北海道 B 南幌町環境衛生組合 南幌町
全町クリーン月間（全町空
き缶拾い）事業

5月1日～5月31日
各町内会及び行政
区（一円）

各行政区・町内会単位で、地域住民によりごみ拾い等を実施す
る。

113 北海道 D 上砂川町 - 広報紙による啓発活動 6月 町内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を行う。

114 北海道 B 滝川市 - たきかわクリーンデイ
4月20日～5月19
日（4月29日は春
の集中日）

市内 町内会・事業所・学校などの団体による一斉清掃を実施する。
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115 北海道 D 新十津川町 - 広報誌による啓発活動 5月 広報誌による環境整備の啓発を行う。

116 北海道 A 新十津川町
新十津川町安全安
心推進協会

不法投棄パトロール
5月上旬～11月下
旬

町内
協力主体が実施する防犯パトロールに併せ、不法投棄パトロー
ルを実施する。

117 北海道 D 新十津川町 - 不法投棄看板掲示
5月下旬～10月中
旬

町内15ヶ所 看板掲示による不法投棄禁止の啓発を行う。

118 北海道 B
徳富川ラブリバー推
進協議会

新十津川町 ラブリバー河川清掃 5月下旬 徳富川河川敷 徳富川周辺の環境美化活動を実施する。

119 北海道 A 砂川市 - 不法投棄防止パトロール 5月、6月 市内
嘱託の廃棄物不法投棄監視員と自治体職員との合同パトロール
を実施する。

120 北海道 D 砂川市 - 広報紙による啓発活動 6月 市内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を行う。

121 北海道 B 砂川市衛生組合 - パンケ歌志内川清掃 7月上旬 パンケ歌志内川 パンケ歌志内川の清掃活動を実施する。

122 北海道 B
三笠市、市内各町内
会等

- 春のクリーン作戦強調期間 4月20日～5月5日 市内 市内一円清掃活動を実施する。

123 北海道 B 月形町、各町内会等 - 道路環境美化活動 5月～10月 町内
町内の各町内会等において毎月１回程度、道路のゴミ拾いや草
刈り等を実施する。

124 北海道 B 深川市環境衛生協会 - 市内一斉清掃の日 4月27日 市内 清掃・美化活動を実施する。

125 北海道 B 深川市環境衛生協会 - 春の大掃除期間
6月15日～6月22
日

市内 清掃・美化活動を実施する。

126 北海道 B 深川市環境衛生協会 - 秋の大掃除期間 9月7日～9月15日 市内 清掃・美化活動を実施する。

127 北海道 B 由仁町 - ごみ０の日 5月11日 町内 清掃活動を実施する。

128 北海道 B 由仁本町区長会 - ヤリキレナイ川清掃 5月25日 ヤリキレナイ川 清掃活動を実施する。
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129 北海道 B
江別市生活環境部環
境室施設管理課(環
境室職員で実施)

-
八幡最終処分場及び八幡
8号道路周辺のごみ拾い

5月下旬
江別市八幡122番地
周辺及び8号道路周
辺

市職員による清掃活動を実施する。

130 北海道 AD 真狩村役場 -
廃棄物不法処理防止特別
監視、啓発等

5月30日～6月5日
（啓発等は随時）

村内
特別監視期間に職員が村内全域を巡回する監視パトロール活動
を実施する。

131 北海道 B 真狩村役場

真狩高校、中学校、小学
校老人クラブ、役場職
員、商工会、真狩地区支
部連合、各地区、真狩・
錦町内会

環境美化運動
5月23日～5月30
日（雪解けにより
変動）

道々敷地内、村道
敷地内、学校敷地
内、河川敷地

清掃活動を実施する。

132 北海道 B
黒松内町、黒松内町
リサイクル推進員協
議会

- 全町クリーン作戦 5月24日 町内 黒松内町主催で、町民が参加してごみ拾いを実施する。

133 北海道 A 黒松内町 - 不法投棄防止の監視 6月～11月 町内
不法投棄防止のため、町内パトロールを実施したり、住民からの
情報提供を呼びかける。

134 北海道 B 倶知安町
各町内会、ボランティ
ア団体

倶知安町春のクリーン作戦
4月下旬～5月下
旬

町内 地域住民によるごみ拾いを実施する。

135 北海道 Ｆ
倶知安町スポーツ少
年団

倶知安町
倶知安町スポーツ少年団
社会参加活動

5月下旬 町内公共施設周辺 清掃活動を実施する。

136 北海道 A 豊浦町 高齢者事業団 不法投棄防止パトロール 通年 町内 不法投棄監視パトロールを実施する。

137 北海道 B 豊浦町 各自治会 春の環境清掃 4月21日 町内 地域住民によるごみ拾いを実施する。

138 北海道 B 豊浦町 各自治会 海浜清掃 7月7日 町内海岸 地域住民によるごみ拾いを実施する。

139 北海道 A 伊達市 - 環境パトロール 6月～3月 市内
市職員が広報車により、不法投棄防止や環境美化マナーの啓発
を行いながら、不法投棄やマナー違反が無いかパトロールを行
う。

140 北海道 D 伊達市 - 広報だて6月号 6月 市内 広報紙により、不法投棄防止や環境美化マナーの啓発を行う。
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141 北海道 A 室蘭市
道南公益清掃事業
協同組合

不法投棄監視合同パト
ロール

調整中 市内

「西胆振定住自立圏形成協議会」とは、西胆振圏中心市（室蘭
市）と2市（登別市、伊達市）3町（豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町）が協
定によって連携と役割分担を行い、定住のための暮らしに必要な
諸機能を確保するとともに、地域資源を活用した経済の活性化と
交流の促進を図り、圏域として魅力あふれる地域を形成していく
ことを目指す。このビジョンの一環として環境部門【地域関連活動
の推進】で不法投棄撲滅へ向け、統一パトロール日を設けて活動
する。

142 北海道 D 室蘭市 - 不法投棄未然防止事業 6月、10月 市内

ポスター、幟による、不法投棄防止の街頭啓発（6月）。
広報紙による環境美化、保全の推進啓発（6月・10月）。
不法投棄監視カメラ設置による抑止力を含めた不法投棄防止（10
月）。

143 北海道 BＦ
室蘭イタンキ浜鳴り砂
を守る会

自治体等 鳴り砂保全活動 5～11月（月2回） 室蘭イタンキ浜 イタンキ浜の清掃活動及び環境学習を実施する。

144 北海道 B 白老町 - 春のクリーン白老
4月15日～5月20
日

町内 清掃美化活動を実施する。

145 北海道 B 平取地区連合会 -
第10回　日高路クリーン作
戦

5月10日 平取町本町 清掃美化活動を実施する。

146 北海道 B
安平町衛生推進協議
会

- 春のクリーン作戦 4月下旬～5月 町内 清掃美化活動を実施する。

147 北海道 B
新ひだか町、新ひだ
か町環境衛生協会

- ポイ捨てゼロの日 4月22日～6月5日 町内 清掃活動を実施する。

148 北海道 B
新ひだか町、新ひだ
か町環境衛生協会

-
クリーンタウンしんひだか
の日

9月下旬～10月下
旬

町内 清掃活動を実施する。

149 北海道 B 浦河建設協会 -
浦河町さわやかな環境を
守り育むサポート推進事業

6月 町内 一斉清掃活動を実施する。

150 北海道 B 松前町
松前町町内会連合
会

松前町クリーン作戦
4月13日～5月13
日

町内
町内にある河川・海岸・道路沿いの不法投棄ごみを事業所等を含
め全町内会で実施する。

151 北海道 B 奥尻町 全町民 クリーンアップ作戦 4月19日 町内 町民が参加してごみ拾い等を実施する。

152 北海道 A 奥尻町 - 不法投棄防止パトロール 5月中旬 町内 自治体職員がパトロールを実施する。
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153 北海道 B 厚沢部町 -
クリーン作戦『ポイ捨てゼロ
の日』

5月24日 町内 清掃活動を実施する。

154 北海道 A 中富良野町（町民課） - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 自治体職員によるパトロールを実施する。

155 北海道 B 中富良野町（町民課） 観光協会他13団体 北海道クリーンアップ作戦 5月10日 町内 町内各種団体の参加による一斉ごみ拾い活動を実施する。

156 北海道 AG 幌加内町 - 不法投棄防止パトロール 6月上旬 町内
自治体職員によるパトロール及び、広報誌等による不法投棄防
止啓発活動を行う。

157 北海道 B 幌加内町教育委員会 - 町内合同清掃活動 5月中頃
幌加内地区・朱鞠内
地区

清掃活動を実施する。

158 北海道 B 和寒町 -
全町一斉清掃活動（美しい
まちづくり事業）

4月27日 町内（市街地区）
町内各団体、自治会に協力依頼。ごみ拾い・道路清掃等を実施
する。

159 北海道 B 富良野市 各町内会
クリーンふらの春の環境美
化運動

5月11日～18日 市内
市民と行政が連携し、道路・公園・側溝・ごみステーション周辺な
どの散乱ごみを対象に一斉清掃を行う。

160 北海道 A 富良野市 - 不法投棄防止パトロール
5月下旬～6月上
旬

市内 自治体職員による不法投棄パトロールを実施する。

161 北海道 C 富良野市 - リサイクルマーケット
5月8日、5月22
日、6月12日、6月
26日

富良野市リサイクル
センター

ごみの中から選別した古着を、洗浄等を行い販売する。

162 北海道 B 富良野建設業協会 -
観光ルート清掃ボランティ
ア

4月26日 富良野市 清掃美化活動を実施する。

163 北海道 B
富良野大麓自然愛護
少年団

- 麓郷街道クリーン作戦 4月下旬 麓郷地区 清掃美化活動を実施する。

164 北海道 B
士別市、士別市ごみ
減量化推進協議会

-
春のクリーンリサイクル推
進月間

5月1日～5月31日 市内 地域自治会単位での、一斉清掃・美化活動を実施する。

165 北海道 A 士別市 - 不法投棄防止パトロール 5月30日～6月5日 市内 自治体職員による監視パトロールを実施する。

166 北海道 B
下川町、下川町衛生
協会

- 空き缶一斉回収美化運動 5月11日 町内 一斉、清掃活動を実施する。
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167 北海道 B
上川町コミュニティー
運動推進委員会

- 春の公園清掃 5月19日 上川公園 公園の清掃活動を実施する。

168 北海道 Ｆ 千歳子ども会 占冠村
千歳子ども会廃品回収・ご
み拾い

5月18日 占冠村字中央・占冠 清掃活動を実施する。

169 北海道 Ｆ 青空子ども会 占冠村
青空子ども会廃品回収・ご
み拾い

5月18日 占冠村字中央 清掃活動を実施する。

170 北海道 B 上トマム町内会 占冠村 トマムクリーン作戦 5月下旬 占冠村字上トマム 清掃活動を実施する。

171 北海道 B
名寄市環境衛生推進
員協議会

- 春の清掃週間 5月5日～5月11日 市内 清掃活動を実施する。

172 北海道 B
名寄市環境衛生推進
員協議会

- 不法投棄ごみの清掃活動 5月10日
最終処分場周辺（未
定）

清掃活動を実施する。

173 北海道 B
名寄市環境衛生推進
員協議会

- 夏の清掃週間
6月23日～6月29
日

市内 清掃活動を実施する。

174 北海道 B
名寄市環境衛生推進
員協議会

- 秋の清掃週間
10月13日～10月
19日

市内 清掃活動を実施する。

175 北海道 Ｂ ニセコ町内各自治会 ニセコ町
町内ぐるみの美化清掃月
間

5月中 各自治会内
町内各自治会単位で清掃美化運動を実施し、全町的な環境美化
に努める。

176 北海道 Ｂ ニセコ町 - 春のクリーン作戦 5月9日 町内 ニセコ町主催で、町民が参加してごみ拾いを実施する。

177 北海道 B

比布町内各行政区、比布
町ライオンズクラブ、比布
町婦人会連絡協議会、比
布町青年会議、比布町内
主要事業所

比布町 比布町クリーン作戦 5月5日～5月11日 町内 町内一円における清掃活動を実施する。

178 北海道 D 初山別村 - 広報紙による啓発活動 6月 村内
広報紙による不法投棄防止啓発活動を実施する。不法投棄事案
があれば広報を都度実施する。

179 北海道 BE 初山別村 - 海岸清掃 7月5日 豊岬海水浴場海岸 清掃・美化活動を実施する。
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180 北海道 B 初山別村 -
豊岬・初山別市街地の道
路一斉清掃日

6月9日（豊岬地
区）、7月5日（初山
別地区）

豊岬・初山別地区 清掃・美化活動を実施する。

181 北海道 B 増毛町 - 増毛町「町内クリーン作戦」 5月中旬 舎熊地区の海岸 清掃活動を実施する。

182 北海道 B 礼文町 各自治会 ポイ捨てゼロの日 5月11日
町内の道路・海岸及
び主要な観光地

町より各自治会にお願いして、自治会内の道路・海岸及び主要な
観光地のごみ拾いを実施する。

183 北海道 B 礼文町、建設協会 -
クリーン作戦「空き缶ゼロ
の日」一斉回収活動

5月
道路付近・景勝地・
海浜

道路、景勝地、海浜での清掃美化活動を実施する。

184 北海道 B
猿払村、猿払村漁業
協同組合、猿払村自
治会連合会

- 猿払村前浜清掃 5月18日 猿払村前浜
猿払村前浜（知来別～浜猿払間）を地域住民、漁業関係者、村職
員等が参加してのゴミ拾いを実施する。

185 北海道 B 豊富町 豊富町連合町内会 春のクリーン作戦 5月1日 町内・地区
町主催により、地域住民や関係団体・機関が参加しゴミ拾い等を
実施する。

186 北海道 D 豊富町 - 広報紙による啓発活動 5月下旬 町内
不法投棄防止啓発活動として、広報紙を作成し町内・地区に回覧
する。

187 北海道 A 豊富町 - 不法投棄防止パトロール 6月上旬 町内 町担当職員により、パトロールを実施する。

188 北海道 B

豊富町、地元住民、漁組
関係者、各町内会、各老
人クラブ、豊富中学校、ス
ポーツ少年団　等

- 稚咲内海岸清掃 7月20日 豊富町稚咲内海岸 清掃活動を実施する。

189 北海道 B 南富良野町 各種団体、町内会 町内クリーン作戦 5月下旬 町内 清掃活動を実施する。

190 北海道 Ｂ
浜頓別町建設協会、
浜頓別町

- 春の町道清掃 4月25日 町内 町道沿いのごみ拾い等の清掃活動を実施する。

191 北海道 Ｂ 浜頓別町 個人、団体、企業等 町民クリーン作戦 7月5日 町内 地域住民による町内のごみ拾い等の清掃活動を実施する。

192 北海道 B
利尻漁業協同組合仙
法志支所　　女性部

- 浜の美化清掃活動 4月29日
利尻町仙法志地区
海岸

清掃活動を実施する。
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193 北海道 B
利尻漁業協同組合沓
形支所

- 浜の美化清掃活動 5月1日
利尻町沓形地区
海岸

清掃活動を実施する。

194 北海道 B
利尻町建設協会・運
輸協会利尻トラック部
会

- クリーンキャンペーンりしり 5月中旬 利尻町 清掃活動を実施する。

195 北海道 B

各自治会､観光協会､宿泊
業組合､商工会､漁業協同
組合､交通安全協会､建設
協会､小中学生､町関係部
署

利尻富士町
「空き缶ゼロの日」における
回収活動

5月18日
町内の道路沿い、
景勝地

清掃活動を実施する。

196 北海道 B
歌登地区各自治会・
町内会

枝幸町 春の一斉清掃 5月中旬 町内(歌登地区)
歌登地区の自治会・町内会で住民が参加してごみ拾い等を実施
する。

197 北海道 B 稚内市 各町内会
クリーンアップわっかない
2014「春の一斉清掃」

5月～6月

各町内会地域の道
路、公園、河川、ご
みステーションの周
辺

清掃美化活動を実施する（各町内会に呼びかけをし、自主的に清
掃美化活動を実施する）。

198 北海道 B 宗谷まちづくり委員会
宗谷地区町内会他、
市職員ボランティア、
民間企業等

宗谷路クリーン作戦 5月11日
宗谷地区（富磯～東
浦）

清掃美化活動を実施する（宗谷地区海岸線の清掃活動）。

199 北海道 B 中頓別町
中頓別町、各自治会
町内事業所
小学校・中学校

クリーン作戦 5月11日 町内
雪解け時期に町内全域の道路沿いを重点に清掃活動を行い、不
法投棄防止の啓発活動を行う。

200 北海道 B そうや自然学校 中頓別町 川のクリーン作戦 6月下旬 頓別川 清掃活動を実施する。

201 北海道 B 音威子府村 - クリーンおといねっぷ 5月中旬～下旬 村内 村内一斉清掃活動を実施する。

202 北海道 B 西興部村 -
クリーンアップ事業「全村一
斉清掃週間」

4月19日～4月27
日

村内（町内会・地区
単位）

清掃活動を実施する。

203 北海道 B
小清水町ゴミゼロ運
動推進委員会

小清水町等 春のゴミゼロクリーン作戦 5月11日
町道21線（小清水町
字美和、倉栄）

町民や各団体がボランティアとして参加し、1時間程度道路周辺
のごみ拾いを実施する。

204 北海道 D 小清水町 - 町広報誌による啓発 4月～7月 町内
毎月発行の町広報誌に「ストップ!! ポイ捨て 不法投棄」のロゴを
掲載する。
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205 北海道 B 清里町 - 春の道路一斉清掃 4月21日
市街地の舗装道路
(清里・札弦・緑)

清掃活動を実施する。

206 北海道 B

NPO法人きよさと観光協
会、清里町建設業協会、
清里ロータリークラブ、清
里町商工会、清里町花と
緑と交流のまちづくり委員
会

-
沿道(道々摩周湖斜里線)
清掃

5月11日
道々摩周湖斜里線
(上斜里～光岳小学
校前)

清掃活動を実施する。

207 北海道 B
清里町まちづくり運動
推進協議会　清里町

- 春のごみゼロ運動 5月10日
空き缶等散布してい
る町内道路(現地確
認より４箇所設定)

清掃活動を実施する。

208 北海道 A 北見市 - 不法投棄防止パトロール
5月下旬～6月下
旬

市内 自治体職員と警察との合同パトロールを実施する。

209 北海道 B 北見市 -
家庭系一般ごみ収集業者
ごみ拾い

5月下旬 市内 家庭系一般ごみ収集業者による清掃活動を実施する。

210 北海道 B 北見自治会連合会 北見市
北見自治区冬あか一掃運
動

4月15日～4月19
日

北見自治区一円 清掃活動を実施する。

211 北海道 B
大和クリーン推進協
議会

北見市 大和地区ごみ拾い 4月 北見市大和地区 清掃活動を実施する。

212 北海道 B
北見市昭和環境活性
協議会

- 昭和地区ごみゼロ運動 4月
北見市昭和・大和地
区

清掃活動を実施する。

213 北海道 B
もんべつ美しいまちづ
くり推進委員会

紋別市
「もんべつが一番きれいに
なる日」

5月25日 ガリヤ地区 一斉清掃を行うことで、市内全域でのごみ拾い活動を実施する。

214 北海道 B 各町内会 紋別市 春の路上一斉清掃
4月中旬～5月下
旬

市道・歩道・車道 清掃活動を実施する。

215 北海道 BD
滝上町町内会連合会
衛生部会

滝上町 春の全町一斉清掃 5月1日～5月15日 町内
町民による自宅周辺のごみ拾い等を中心とした一斉美化活動を
実施する。

216 北海道 BD
滝上町町内会連合会
衛生部会

滝上町 クリーン作戦空き缶拾い 5月10日
町内国道及び道道
沿い

町民による国道273号を中心とした空き缶等のごみ拾いを行う一
斉美化活動を実施する。

217 北海道 B
滝上町町内会連合会
衛生部会

滝上町 毎月１日朝の一斉清掃
5月～10月（毎月1
日）

町内
町民による自宅周辺のごみ拾い等を中心とした一斉美化活動を
毎月１日の朝に実施する。
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218 北海道 B
置戸町自治連絡協議
会、置戸町

- 全町クリーン作戦 5月12日
主要道路等の空き
缶ゴミ清掃

清掃美化活動を実施する。

219 北海道 B
美幌町、美幌町自治
会衛生部会

- 春季一斉清掃 5月11日 町内 清掃美化活動を実施する。

220 北海道 B
美幌町、魚無川をき
れいにする会

- 魚無川一斉清掃 5月18日 魚無川沿岸 清掃美化活動を実施する。

221 北海道 B 大樹町 各行政区
マチをきれいにする日の実
施

4月26日～6月1日 町内 各行政区の協力によるゴミ拾い・環境整備を実施する。

222 北海道 B
更別村、更別村環境
美化推進協議会

- 更別村クリーン作戦 5月11日 村内各地 清掃・美化活動を実施する。

223 北海道 Ａ 新冠町 - 不法投棄防止パトロール
4月下旬～6月下
旬

町内 職員による不法投棄防止パトロールを実施する。

224 北海道 Ｂ 壮瞥町連合自治会 壮瞥町 クリーン作戦
4月中旬～5月下
旬

町内 地域住民によるごみ拾いを実施する。

225 北海道 Ａ 壮瞥町 - 不法投棄防止パトロール 5月中旬 町内
自治体担当職員と収集運搬委託業者の合同パトロール及び投棄
箇所の清掃を実施する。

226 北海道 Ａ 壮瞥町
郵便局
北電
タクシー組合

不法投棄防止啓発 通年 町内
町車塵芥車両及び協力団体車両に不法投棄監視ステッカーを貼
る。

227 北海道 D 壮瞥町 - 小型家電リサイクル周知 通年 町内 町発行広報誌等による制度説明、利用方法の周知を行う。

228 北海道 B 鹿追町
鹿追町環境推進協
力会

町内春のクリーン作戦・空
き缶拾い

4月下旬～5月上
旬

町内各地 町民による道路及び空き地等の清掃を実施する。

229 北海道 B
鹿追町役場建設水道
課花係

- 道路ボランティア清掃 4月

国道２７４号
鹿追北５線～笹川１
３線（約４．２ｋｍ）
道道音更新得線
元町西通り～新得
方面へ（約１ｋｍ）

道路付近の清掃及び環境美化を実施する。

230 北海道 B
鹿追町環境推進協力
会

- 町内道路一斉清掃日 毎月1・15日 町内 道路付近の清掃及び環境美化を実施する。
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231 北海道 B
鹿追交通少年団育成
協議会

-
鹿追交通少年団・交通安
全ごみ拾い

5月中旬
鹿追小学校～
然別川河川敷公園

交通安全ごみ拾いを実施する。

232 北海道 B
上士幌町、上士幌町
社会福祉協議会

- 空き缶回収クリーン作戦 5月24日 町内
町、町社会福祉協議会共催で町民、各団体等が参加しごみ拾い
を実施する。

233 北海道 B
クリーンタウン音更の
会

- 春のクリーン作戦 5月10日 町内 企業、町内会、自治体が参加して町内一斉にごみ拾いをする。

234 北海道 G
帯広市市民環境部
清掃事業課

- 春のリサイクル広場
5月29日～5月31
日

帯広市市役所1階
市民ホール

春のごみ減量・資源化促進月間事業「春のリサイクル広場」のな
かで不法投棄防止策を含むごみ減量・資源化促進の市民周知を
行う。

235 北海道 A 帯広市町内会連合会
帯広開発建設部（帯
広河川事務所）等

全市一斉河川清掃 5月12日 市内を流れる９河川

河川愛護と快適な環境を目指す「クリーン・グリーン」運動の一環
として、流域の各衛生協力会や連合町内会等が中心となり、きれ
いな川づくりを目標に、ボランティア事業として、全市一斉の河川
清掃を実施する。

236 北海道 B
クリーン・キャンバス・
21推進実行委員会

- クリーン・キャンバス・21 5月26日 市内中心部 環境美化活動を実施する。

237 北海道 B
芽室町生活環境推進
会

町内会・企業・各種
団体・一般町民

クリーンアクションめむろ 4月27日、10月 芽室町
ごみの散乱防止と環境美化の推進を目的とした、全町一斉ごみ
拾い運動を実施する。

238 北海道 A
芽室町生活環境推進
会

芽室町 不法投棄巡回監視
6月上旬、11月上
旬

芽室町 役員と町職員による不法投棄の巡回監視を実施する。

239 北海道 A
芽室町市街地町内会
連合会

町内会・一般町民・
芽室町

町内道路清掃
4月第3月曜日か
ら毎月の第3日曜
日

芽室町 町民（町内会単位）による町内道路清掃を実施する。

240 北海道 B 白糠町 -
国道38号沿線及び釧白工
業団地内清掃の実施

5月23日
国道38号沿線及び
釧白工業団地内

町主催で町内会、各種団体、工業団地内企業、町職員が参加し
てごみ拾い等を実施する。

241 北海道 A 白糠町 - 不法投棄防止パトロール 5月30日～6月5日 町内
委嘱の不法投棄監視員と自治体職員との合同パトロールを実施
する。

242 北海道 B 白糠町 -

ふるさとエコ＆クリーンしら
ぬか「自然の番人宣言」推
進事業 全町『春の一斉清
掃』

5月11日 町内 清掃・美化活動を実施する。
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243 北海道 B
厚岸町・厚岸町水質
汚濁防止対策協議会

有限会社厚岸清掃
社(ごみ収集処理委
託業者)ほか

平成26年度厚岸町クリーン
作戦

5月 町内

5.11は「湿原清掃」と称し、町内各団体や一般町民による別寒辺
牛湿原、ＪＲ花咲線沿線等の清掃活動を実施。5.12には関係団体
による厚岸湖内の清掃と各自治会単位で、公園・道路・集会施設
周辺を一斉に清掃する「町内一斉清掃」を実施する。

244 北海道 A 厚岸町 -
不法投棄・不法焼却パト
ロール

月2回 町内
厚岸町が配置する「公害・環境監視員」による町内全域における
月２回の不法投棄・不法焼却パトロールを実施する。

245 北海道 B 標茶町
各町内会・地域会、
自然の万人宣言協
賛事業者

第13回クリーン作戦 5月 町道（ルルラン通り）
職員、町内会・地域会、事業者、関係機関が参加し、ルルラン通り
のごみ拾いを実施する。

246 北海道 B
釧路湿原を美しくする
会標茶支部

標茶町等 釧路湿原クリーンデー 5月25日 塘路湖周辺
ボランティアや高校生、関係機関が参加し、塘路湖林道、塘路湖
林道のごみ拾いを実施する。

247 北海道 B
釧路市マチをきれい
にする
推進協議会

-
第29回ごみゼロキャンペー
ン「集まれ！ごみひろい隊
会」

5月24日

釧路市観光
国際交流センター
黒金町9丁目
北大通9丁目
末広歓楽街地区

清掃活動を実施する。

248 北海道 A 中標津町生活課 -
平成26年度ねむろ自然の
番人宣言「ごみゼロの日」
に係る清掃奉仕活動

6月2日 町内 企業等各団体による町道の清掃活動を実施する。

249 北海道 B
浜中町・浜中町自治
会連合会

- 春の一斉清掃 4月28日
町内各地区の道路
街路樹及び公共施
設の周辺

清掃活動を実施する。

250 北海道 B
浜中町・浜中町教育
委員会

- 湿原クリーン作戦 6月30日
・道道琵琶瀬茶内停
車場線
・三番沢林道

清掃活動を実施する。

251 北海道 B 根室市 個人・団体・企業等 春の全市一斉清掃 5月11日 市内
市民約5、000人が参加し、行楽地・郊外・公園・道路などのごみを
分別しながら拾う。

252 北海道 B 根室市 個人・団体・企業等
シーサイドクリーンプロジェ
クト

5月18日
桂木海岸、友知海
岸

市民が一体となり、海岸におけるゴミ拾いを実施するとともに、収
集したゴミのリサイクル化を図る。

253 北海道 Ｆ 海星小中学校 根室市 春国岱清掃 6月3日
根室市春国岱（ラム
サール条約湿地）

清掃活動を実施する。

254 青森県 B 七戸町 町内会 七戸川河川敷の清掃 6月23日 七戸川 町内会や町職員による七戸の清掃活動を実施する。
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255 青森県 B 田子町
自治会及び町建設業
協会

クリーンアップ作戦 4月20日 町内
町民によるごみ拾い等の活動を実施した他、建設業協会の協力
を得て、廃棄物の撤去活動を実施する。

256 青森県 B おいらせ町 町内会
全町一斉清掃並びに奥入
瀬川クリーン運動

4月21日 町内
町内会、町民、町役場職員、水道企業団職員等が地域や奥入瀬
川の清掃活動を実施する。

257 青森県 B 大間町（教育委員会） -
さわやかクリーン活動の実
施

7月18日 町内(奥戸地区)
教育委員会主催で町内（奥戸地区）の小学生、中学生、町民が参
加してごみ拾い等を実施する。

258 青森県 B 七戸町 - クリーン作戦 4月26日 町内道路 町職員による道路沿いのごみ拾いを実施する。

259 青森県 AD 外ヶ浜町 - 不法投棄防止パトロール 随時 町内
不法投棄監視員と自治体職員による巡回、監視活動を実施す
る。

260 青森県 B 鶴田町 町内会 鶴田町クリーン作戦 4月中 町内 町内会、町役場職員によるゴミ拾いを実施する。

261 青森県 B 東北町
東北町環境美化推
進員

清掃活動 9月下旬 乙供駅周辺
町環境美化推進員による駅前周辺のごみ拾い等の美化推進を
図る。

262 青森県 G 十和田市 -
奥入瀬川流域のパトロー
ル

随時 奥入瀬川流域
廃棄物不法投棄監視員（県委嘱）や奥入瀬川清流指導隊員（市
委嘱）によるパトロール活動の実施する。

263 青森県 A 十和田市 - 不法投棄防止パトロール 随時 市内 自治体職員による不法投棄防止パトロールを実施する。

264 青森県 B 南部町 馬淵川を愛する会 馬淵川クリーン大作戦 5月30日
南部町内の馬淵川
河川敷一帯

馬淵川を愛する会と各種団体及び一般ボランティアによる清掃活
動を実施する。

265 青森県 D 西目屋村 - 広報紙による啓発活動 6月中 村内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を実施する。

266 青森県 C 野辺地町 -
紙類回収専用ステーション
の新（常）設

随時 町内3箇所
これまでの紙類月１回の回収に加え、紙類回収専用ステーション
を町内１箇所に常時設置開放し集収にあたる。

267 青森県 D 野辺地町 -
不法投棄監視重点区域へ
の撲滅啓発看板設置

5月中旬～下旬 町内
不法投棄監視員からの報告場所の確認と不法投棄監視重点区
域への撲滅看板の設置を行う。

268 青森県 A 八戸市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内 自治体職員による不法投棄防止パトロール活動を実施する。
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269 青森県 D 東通村 - 広報誌による啓発活動 5月末 村内 村広報誌による不法投棄防止の啓発活動を行う。

270 青森県 A 東通村 - 不法投棄防止パトロール 5月中旬 村内
青森県委嘱の廃棄物不法投棄監視員と自治体職員との合同パト
ロールを実施する。

271 青森県 D 弘前市 - 広報紙による啓発活動 6月 市内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を行う。

272 青森県 A 弘前市 -
広報車による不法投棄防
止の呼びかけ

6月 市内 広報車巡回による不法投棄防止の啓発を行う。

273 青森県 A 三沢市 -
青森県廃棄物不法投棄監
視員による監視業務

随時 市内
青森県委嘱の廃棄物不法投棄監視員による巡回、監視活動を実
施する。

274 青森県 A 三沢市 -
廃棄物不法投棄監視員業
務

随時 市内 三沢市一般廃棄物不法投棄監視員による巡回を実施する。

275 青森県 D むつ市 -
広報紙による不法投棄防
止啓発

5月下旬 市内 市広報紙による不法投棄防止の啓発活動を行う。

276 青森県 A 蓬田村 - 不法投棄防止パトロール 随時 村内
不法投棄監視員と自治体職員による巡回、監視活動を実施す
る。

277 青森県 A 六戸町 - ごみ不法投棄監視業務 随時 町内 六戸町の事業でごみ不法投棄パトロールを実施する。

278 青森県 B 六戸町
六戸町社会福祉協
議会

春のクリーン大作戦 4月中旬 町内
六戸町社会福祉協議会主催で町民が参加してゴミ拾いを実施す
る。

279 青森県 D 六戸町 -
町ホームページ及びチラシ
による不法投棄撲滅ＰＲ

随時 町内
町役場ホームページ及びチラシ配布による不法投棄撲滅ＰＲ活
動を実施する。

280 青森県 B 階上町 -
春の町内一斉クリーンアッ
プ

4月21日 町内
各町内会ごとに地域のポイ捨てごみや不法投棄ごみを回収す
る。

281 青森県 A つがる市 - 不法投棄防止パトロール 随時 市内 自治体職員による不法投棄防止パトロール活動を実施する。

282 青森県 A 中泊町 -
廃棄物不法投棄監視員に
よる監視業務

4月～11月
中里地域 及び 小
泊地域

青森県委嘱の廃棄物不法投棄監視員による巡回、監視活動を実
施する。
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283 青森県 A 中泊町 富野町内会 富野町内清掃活動 4月21日 富野地区内 富野町内会会員による、県道･町道のごみ拾いを実施する。

284 青森県 A 中泊町 建設業者 海岸清掃業務 4月27日 小泊地域 建設業者による、小泊海岸のごみ拾いを実施する。

285 青森県 A 中泊町
テレビ放送社
町内中学生

海岸清掃業務 7月上旬 小泊地域
テレビ放送社及び小泊中学生による、小泊海岸のごみ拾い等を
実施する。

286 青森県 A 八戸市 -
八戸圏域定住自立圏形成
市町村不法投棄統一パト
ロール

6月中
各市町村不法投棄
常習地域

八戸圏域定住自立圏形成８市町村でパトロール期間を統一し、不
法投棄常習地域を巡回する。

287 青森県 B 平川市 - 市民一斉清掃 4月20日 市内
町内会、市民、建設協会、市内企業職員、市役所職員等が地域
の清掃活動を実施する。

288 青森県 A 三戸町 -
青森県廃棄物不法投棄監
視員による監視業務

随時 町内
青森県廃棄物不法投棄監視員による巡回、監視活動を実施す
る。

289 青森県 B 三戸町連合町内会他
三戸町、三戸町教育
委員会

ふれあい活動日
6月2日、8月4日、
10月6日

町内 町民による各町内の清掃活動を実施する。

290 青森県 B
青森県建設業協会三
八支部三戸地区

- 道路清掃ボランティア作業 4月25日
三戸町内の国道104
号線沿い

青森県建設業協会三戸支部・八戸建設業協会会員による三戸町
内の国道104号線沿いの道路清掃ボランティア作業を実施する。

291 青森県 B
三戸町役場職員厚生
会

三戸町 城山清掃活動 4月22日 三戸町城山公園
城山公園で行われる春まつりの前に三戸町役場職員厚生会会員
による清掃活動を実施する。

292 青森県 B
三戸町老人クラブ連
合会

三戸町社会福祉協
議会

城山清掃活動 5月7日 三戸町城山公園
城山公園で行われる春まつりの後に三戸町老人クラブ連合会会
員による清掃活動を実施する。

293 青森県 D 黒石市 - 広報紙による啓発活動 6月1日 市内 広報紙による不法投棄防止啓発活動を行う。

294 青森県 B 階上町 -
三陸復興国立公園指定記
念「階上岳・階上海岸ごみ
一掃大作戦」

5月12日 町内
各町内会ごとに地域のポイ捨てやゴミ捨てや不法投棄ごみを回
収する。

295 青森県 B 野辺地町 町内会 河川一斉清掃 6月23日 町内 町内会、委託収集業者、町職員による清掃活動を実施する。
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296 青森県 A 黒石市 - 不法投棄防止パトロール 随時 市内
市職員による不法投棄防止パトロールを実施する。黒石市不法
投棄監視員による巡回・監視活動の実施する。

297 岩手県 B
一関市束稲森林愛護
少年団、一関市等

- 束稲清掃登山 5月30日 束稲山（東山町） 登山しながらのごみ拾いを実施する。

298 岩手県 A 一戸町
一戸町衛生班連合
会

いちのへゴミゼロ活動日 5月30日 町内 ゴミ集積所一斉点検、早朝指導などを実施する。

299 岩手県 B 岩手町
岩手町公衆衛生連
絡協議会

河川・道路一斉清掃 6月1日、9月7日 町内 町内の河川及び道路の一斉清掃（年2回）を実施する。

300 岩手県 A
奥州環境市民会議、
奥州めぐみネット、奥
州市

- 不法投棄発生場所の調査 6月 市内
市内不法投棄常習場所の現地調査と発生原因の分析、発生防
止策の検討を行う。

301 岩手県 A オサダ（遠野市） - 清掃ボランティア 4月19日
青笹町内市道及び
国道

道路のごみ拾いを実施する。

302 岩手県 A
北上市公衆衛生組合
連合会

北上市 北上市クリーン活動 9月
北上市総合運動公
園周辺

市民による地域清掃活動を実施する。

303 岩手県 B
九戸村、九戸村公衆
衛生連合会

- クリーン九戸行動日 4月19日 村内 道路沿いの空き缶・ごみの清掃活動を実施する。

304 岩手県 B 雫石町 - 国道46号清掃活動 5月30日 国道46号沿線 雫石中学校による清掃活動を実施する。

305 岩手県 B 雫石町 -
御所湖の清流を守る会統
一清掃

6月上旬、10月上
旬

御所湖周辺 周辺子供会、老人クラブ、構成団体による清掃活動を実施する。

306 岩手県 A 雫石町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 不法投棄等の監視パトロールを実施する。

307 岩手県 C
紫波町環境衛生組合
連合会、ごみ減量女
性会議

紫波町 ごみゼロ運動 5月30日

ナックス、マックスバ
リュ紫波店、ロッ
キー紫波店、ユニ
バース紫波店

ごみの減量、分別の啓発ティッシュを配布する。

308 岩手県 B
紫波町環境衛生組合
連合会、紫波町

紫波町行政区長協
議会

クリーン紫波運動 4月6日、8月3日 町内
環境衛生区長が中心となり、町民総参加で、行政区内の道路を
中心として、水路、公園、ごみ集積所の空き缶、空きびん等のご
み拾いや清掃活動をする。
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309 岩手県 D
紫波町環境衛生組合
連合会、紫波町

-
春季清掃週間と環境月間
の取組み

5月30日～6月5日 町内
環境の美化、保全、ごみ減量化、リサイクルの推進について、チ
ラシを回覧し、啓発を行う。

310 岩手県 D 遠野市 - 春の大掃除週間 4月21日～27日 市内 広報、ＣＡＴＶでの普及啓発を行う。

311 岩手県 AB
遠野市公衆衛生組合
連合会

- 春の大清掃週間 4月21日～27日 市内 道路のごみ拾い、住宅や職場の掃除等を実施する。

312 岩手県 B 西和賀町 -
R107・山伏峠クリーンアッ
プ

5月上旬
国道107号線・主要
地方道盛岡横手線
沿い

清掃活動（道路のごみ拾い）を実施する。

313 岩手県 B
西和賀町公衆衛生組
合連合会

- クリーンアップ西和賀
4月26日～5月18
日

町内 各行政区による清掃活動（道路のごみ拾い）を実施する。

314 岩手県 B 二戸市 -
市内一斉クリーン作戦（二
戸地区）

4月26日 市内重点地区他 道路・不法投棄重点地区清掃活動を実施する。

315 岩手県 B 八幡平市 - 八幡平市クリーン作戦 4月20日 市内道路・公園等 ごみ拾い等の清掃活動実施を実施する。

316 岩手県 A
花巻のブナの原生林
に守られる市民の会

花巻市
豊沢川水源地におけるゴミ
回収作業

5月18日 豊沢川ダム周辺 清掃活動を実施する。

317 岩手県 B 一関市
藤沢町自治会協議
会

春季クリーンアップ一斉清
掃

4月6日 町内 ゴミ拾い等の清掃活動を実施する。

318 岩手県 B 一関市 -
「きれいなまちをめざし隊」
～ポイ捨て”NO”めざせご
みゼロ大作戦～

6月5日
市役所及び市施設
周辺

ポイ捨てごみの清掃を実施する。

319 岩手県 A 一関市 - 不法投棄撲滅行動 6月1日～6月30日 市内 不法投棄ごみの回収及び市内一斉監視パトロールを実施する。

320 岩手県 B 一戸町 各町内会、地域団体
平成26年度馬淵川・ふるさ
とクリーンデー

6月1日 馬淵川河川敷など 河川漂着ごみ・不法投棄清掃活動を実施する。

321 岩手県 E 一戸町衛生班連合会 一戸町
平成26年度一戸町衛生班
連合会研修会・総会

5月下旬
奥中山高原ｾﾝﾀ-ﾊｳ
ｽ

ごみ減量、資源化率向上に係る研修会を開催する。

322 岩手県 AG 遠野エコネット - ごみ川柳大会 4月27日 田瀬湖 田瀬湖付近のごみ拾い、川柳大会を開催する。
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323 岩手県 B 花巻市
花巻市公衆衛生組
合連合会

市民一斉清掃
4月20日、6月22
日、9月28日

市内 各地区内の道路・河川などの公共の場所を清掃を実施する。

324 岩手県 C
花巻市民フリーマー
ケットの会

花巻市 花巻市民フリーマーケット
6月7日、6月8日、
10月

花巻市総合体育館 フリーマーケットにより「リユース」の推進を図る。

325 岩手県 B 葛巻町 -
クリーン葛巻行動の日（道
路の部）

4月20日 町内 各自治会で国道沿いゴミ拾い等の清掃活動を実施する。

326 岩手県 B 葛巻町 -
クリーン葛巻行動の日（河
川の部）

7月14日 町内 各自治会で河川の草刈り・ゴミ拾い・清掃活動を実施する。

327 岩手県 B 葛巻町 - 花の苗配付事業 6月第2週 町内各自治会
各自治会に花の苗を配付し、自治会管理の花壇等の美化を図
る。

328 岩手県 A 葛巻町 - 環境衛生パトロール 7月 町内 不法投棄等の監視パトロールを実施する。

329 岩手県 B
金ケ崎町、公衆衛生
組合連合会、建設業
協会

町内各企業 金ケ崎町クリーン作戦 4月14日 町内
町内河川、主要道路、工業団地周辺、その他町内一円の清掃活
動を実施する。

330 岩手県 B 軽米町 - クリーンアップデー 8月3日 町内 清掃活動を実施する。

331 岩手県 Ｆ 小学校等 八幡平市 清掃センター施設見学
5月、6月、9月、10
月

八幡平市清掃セン
ター

清掃センターの施設見学を開催する。

332 岩手県 B 二戸市 -
市内一斉クリーン作戦（二
戸地区）

5月10日 市内重点地区他 道路・不法投棄重点地区清掃活動を実施する。

333 岩手県 D 八幡平市 -
『全国不法投棄撲滅運動』
ポスター掲示

6月
市役所、各総合支
所

不法投棄防止啓発活動を行う。

334 岩手県 D 八幡平市 - 市広報への掲載記事 随時 市内 資源ごみ集団回収事業等について掲載する。

335 岩手県 D 八幡平市 - 市広報への掲載記事 随時 市内 ごみのポイ捨て禁止について掲載する。

336 岩手県 C 八幡平市 子供会、自治会等 資源ごみ集団回収事業 随時 市内 資源ごみ集団回収登録団体による資源ごみ集団回収する。
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337 岩手県 A
八幡平市公衆衛生組
合連合会各支部

八幡平市 不法投棄監視活動 随時 市内 不法投棄監視パトロールを実施する。

338 岩手県 B
八幡平市公衆衛生組
合連合会西根支部

八幡平市 西根地区大掃除 8月上旬 西根地区 ごみ拾い等の清掃活動を実施する。

339 岩手県 B
北上市公衆衛生組合
連合会

-
衛生（不法投棄）パトロー
ル

通年 市内
公衆衛生指導員が中心となり、地区の不法投棄の清掃を実施す
る。

340 岩手県 Ｆ 北上市 - 清掃事業所施設見学 通年 北上市清掃事業所 清掃事業所の業務説明と施設見学を開催する。

341 岩手県 A 北上市 - 不法投棄定期パトロール 通年 市内
ごみ減量専任指導員による定期的なパトロールと簡易清掃を実
施する。

342 岩手県 B
宮古東ロータリークラ
ブ

宮古市 530（ごみゼロ）運動 5月～8月 市内 市民による清掃活動を実施する。

343 岩手県 B 大船渡市 - 市内一斉清掃 6月1日 市内

・一般家庭周辺の清掃。
・道路側溝、下水道の清掃。
・河川、路肩、空き地等の清掃。
・公共施設等の清掃。

344 岩手県 B 洋野町教育振興会 洋野町教育委員会 530（ごみゼロ）運動 5月30日 町内
子ども会を中心とした公共施設、道路、海岸等の清掃活動を実施
する。

345 岩手県 A 久慈市
久慈市衛生班連合
会

不法投棄合同パトロール 5月23日 市内
不法投棄パトロール員合同による監視、市民への啓発活動を行
う。

346 岩手県 B
宮古市公衆衛生組合
連合会

宮古市 春の大掃除、秋の大掃除
5月17日～5月23
日、10月4日～10
月10日

市内 側溝清掃、ごみ拾い、草刈りを実施する。

347 岩手県 A 宮古市
宮古保健福祉環境セ
ンター

不法投棄監視パトロール 通年 市内
市きれいなまち推進員、県産業廃棄物適正処理指導員による監
視パトロールを実施する。

348 岩手県 C 市民団体等 宮古市 資源集団回収 通年 市内 自治会や子ども会による資源集団回収を実施する。

349 岩手県 D
紫波町環境衛生組合
連合会、紫波町

- 秋季清掃週間
11月1日～11月7
日

町内
環境の美化、保全、ごみ減量化、リサイクルの推進について、チ
ラシを回覧し、啓発を行う。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

350 岩手県 B 地域住民 岩泉町 清掃活動 4月～6月 町内各地 地域住民による地元の清掃活動を実施する。

351 岩手県 C 各種団体 岩泉町 資源集団回収活動 通年（延200回） 町内各地
町内会や子供会などの各種団体による資源物の集団回収を実施
する。

352 岩手県 Ｆ 岩泉町 町内団体 未来を育てる育樹祭 7月7日 早坂高原
子供たちを中心とした町民参加による森林の育樹作業と講演を
行う。

353 岩手県 A
豊沢川活性化・清流
化事業推進協議会

花巻市 豊沢川クリーン作戦 8月3日 豊沢川下流域 清掃活動を実施する。

354 岩手県 A 豊沢川漁業共同組合 - 豊沢川河川敷清掃 4月13日 豊沢川中流域 清掃活動を実施する。

355 岩手県 B 洋野町
洋野町公衆衛生組
合連合会

春の清掃の日 4月27日 大野地区
道路脇、公共施設敷地等の空き缶や燃えないごみの収集を実施
する。

356 岩手県 B 洋野町
洋野町公衆衛生組
合連合会

春の環境衛生運動
4月26日～5月25
日

種市地区 家屋内外、道路脇などの清掃を実施する。

357 岩手県 A 野田村 - 不法投棄監視パトロール 通年 村内
村内を車両により巡回し、不法投棄の監視と投棄物の回収を実
施する。

358 岩手県 A 久慈市 - 不法投棄パトロール 随時 市内 不法投棄パトロールを実施する。

359 岩手県 B 久慈市
久慈市衛生班連合
会

市内一斉清掃 年4回 市内 ごみ拾い、草刈を実施する。

360 岩手県 B 釜石市
釜石市公衆衛生組
合連合会

市民一斉清掃 5月～6月 市内 各地区内の道路・河川などの公共の場所を実施する。

361 岩手県 A 平泉町 - 不法投棄パトロール 5月30日 町内 不法投棄等の監視パトロールを実施する。

362 岩手県 B 釜石市
釜石市公衆衛生組
合連合会

市民一斉清掃 9月～10月 市内 各地区内の道路・河川等の公共の場所の清掃を実施する。

363 岩手県 B
紫波町ごみポイ捨て
監視員協議会

紫波町
ごみポイ捨て禁止啓発活
動

6月 町内
ごみポイ捨て禁止の啓発を図るとともに、不法投棄されたごみ回
収及び清掃活動を行う。
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364 岩手県 B
大船渡市民運動推進
協議会

各地区・地域公民館 市内一斉クリーン作戦 10月 市内 道路、河川等の清掃を実施する。

365 岩手県 A 大船渡市 - 不法投棄定期パトロール 通年 市内 衛生監視員による定期的な監視パトロールを実施する。

366 岩手県 A
東山地域公衆衛生組
合連合会

一関市
環境衛生パトロール並びに
不法投棄防止パトロール

5月27日 東山地域全域 環境衛生パトロールと不法投棄ごみ回収を実施する。

367 岩手県 B 一関市
一関市公衆衛生組
合連合会

春・秋の一斉清掃
4月20日、10月19
日

市内 清掃活動を実施する。

368 岩手県 B 釜石市
釜石環境ネットワー
ク

クリーンアップ大作戦 4月中旬 市内 市内の道路・河川等の清掃を実施する。

369 岩手県 C 釜石市 - 集団資源回収事業 通年 市内 集団資源回収登録団体による資源物集団回収を実施する。

370 岩手県 B
八幡平市公衆衛生組
合連合会安代支部

八幡平市
八幡平市クリーン作戦安代
運動

4月27日 安代地区 ごみ拾い等の清掃活動を実施する（地区内道路）。

371 岩手県 B
八幡平市公衆衛生組
合連合会安代支部

八幡平市
八幡平市クリーン作戦安代
運動

5月25日 安代地区 ごみ拾い等の清掃活動を実施する（地区内河川）。

372 岩手県 B 奥州市 - 一斉清掃 4月、9月 市内 道路、公共施設等の清掃活動を実施する。

373 岩手県 A 奥州市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄監視員による巡視を実施する。

374 岩手県 A
志和三山県立自然公
園指定促進協議会

雫石町
志和三山登山口までの清
掃

5月上旬 町内
矢櫃ダム入口ゲートより南昌山五合目登山口までの清掃を実施
する。

375 岩手県 B 矢巾町 全町民
まちをみんなできれいにす
る運動

4月13日 町内 町民による清掃活動を実施する。

376 岩手県 B
北上川矢巾地区愛護
協会事務局NPO法人
やはば協働センター

地域住民 春の北上川河川清掃 4月19日
矢巾地区北上河川
敷

地域住民による清掃活動を実施する。

377 岩手県 B 矢巾町 全町民
まちをみんなできれいにす
る運動

10月5日 町内 一斉美化活動を実施する。
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378 岩手県 B
北上川矢巾地区愛護
協会事務局NPO法人
やはば協働センター

地域住民 秋の北上川河川清掃 10月25日
矢巾地区北上河川
敷

地域住民による清掃活動を実施する。

379 岩手県 Ｆ
盛岡、紫波地区環境
施設組合、矢巾町、
紫波町、盛岡市

施設委託運営関連
業者

環境まつり 11月
盛岡、紫波地区環
境施設組合

施設見学(ごみ処理等)、講演会(資源の大切さ)を開催する。

380 岩手県 B 田野畑村
田野畑村きれいな村
づくり協議会

一斉清掃
4月20日、10月26
日

村内 村民による清掃活動を実施する。

381 岩手県 C 村民団体等 田野畑村 資源集団回収 通年 村内 自治会や子ども会等による資源集団回収を実施する。

382 岩手県 B 普代村
普代村公衆衛生班
連合会

春・秋のクリーンアップ作戦 4月、11月 村内 道路沿いの空き缶・ごみの清掃活動を実施する。

383 岩手県 B 普代村
普代村公衆衛生班
連合会

春季・秋季清掃活動 5月、10月 村内 一般家庭周辺の清掃を実施する。

384 岩手県 A 洋野町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
町内を車両により巡回し、不法投棄の監視と投棄物の回収を実
施する。

385 岩手県 A 陸前高田市 - 不法投棄パトロール 通年 市内 ごみの不法投棄等の監視パトロールを実施する。

386 岩手県 B
北上市公衆衛生組合
連合会

- 春・秋清掃月間 4月、9月 市内 各行政区による清掃活動を実施する。

387 岩手県 B
室根総合開発㈱、一
関市

- 室根山清掃活動 4月17日 室根山 山開き前の清掃活動を実施する。

388 岩手県 A 釜石市 ー 不法投棄パトロール 6月、10月 市内 不法投棄パトロールを実施する。

389 岩手県 A 矢巾町 矢巾町 不法投棄パトロール 随時 町内 不法投棄パトロールを実施する。

390 岩手県 B 洋野町
洋野町公衆衛生組
合連合会

河川清掃の日 7月27日 大野地区
河川の草刈り、道路脇・公共施設敷地等の空き缶や燃えないご
みの収集を実施する。

391 岩手県 B 洋野町
洋野町公衆衛生組
合連合会

秋の清掃の日 11月9日 大野地区
道路脇、公共施設敷地等の空き缶や燃えないごみの収集を実施
する。
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392 岩手県 B 洋野町
洋野町公衆衛生組
合連合会

秋の環境衛生運動
9月21日～10月19
日

種市地区 家屋内外、道路脇などの清掃を実施する。

393 宮城県 B
栗原市・伊豆沼・内沼
クリーンキャンペーン
実行委員会

事業者・団体
伊豆沼・内沼クリーンキャ
ンペーン

9月23日、3月21日 伊豆沼・内沼
事業者や団体等による伊豆沼・内沼周辺の不法投棄物の除去を
行う。

394 宮城県 A 栗原市 事業者・団体
不法投棄ゴミのクリーン
ナップ作戦

11月中旬 市内 処分業者の協力により、市内の不法投棄物の一斉撤去を行う。

395 宮城県 A 栗原市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

396 宮城県 B 南三陸町 公衆衛生組合
公衆衛生組合長による清
掃活動

毎年11月の第3日
曜日

町内
公衆衛生組合長80名による、国道、県道等及びパーキングに捨
てられた不法投棄物の回収、除草作業等を行うとともに、不法投
棄禁止看板の設置を実施する。

397 宮城県 B 南三陸町 公衆衛生組合
公衆衛生組合長による清
掃活動

5月第3日曜日 町内
公衆衛生組合長80名による国道、県道等及びパーキングに捨て
られた不法投棄物の回収、除草作業等を行うとともに、不法投棄
禁止看板の設置を実施する。

398 宮城県 B 柴田町
柴田町工場等連絡
協議会

一斉清掃 4月7日 船岡工業団地周辺
工場等連絡協議会、第4行政区、町職員による清掃活動を実施す
る。

399 宮城県 B 柴田町
槻木地区地域づくり
推進協議会

一斉清掃 11月下旬 阿武隈川河川敷
槻木地区地域づくり推進協議会、町環境指導員、町職員、国土交
通省職員による清掃活動を実施する。

400 宮城県 A 松島町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町から委嘱する環境美化推進委員によるパトロールを実施する。

401 宮城県 B 松島町 事業者、団体 ゴミゼロ運動 5月30日～6月5日 町内
町内美化に対する啓発を図るため行政区単位にて町内全域を清
掃を実施する。

402 宮城県 A 石巻市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

403 宮城県 D 石巻市 -
広報誌（市報）による普及
啓発

6月1日 - 市報への記事掲載を行う。

404 宮城県 B 大河原町 - 町内一斉清掃 6月1日 町内
自ら参加することにより、町内美化に対する啓発を図るため、行
政区単位にて自宅から街路、公園まで町内全域を清掃を実施す
る。
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405 宮城県 A 柴田町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

406 宮城県 A 富谷町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

407 宮城県 A 村田町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

408 宮城県 A 気仙沼市 - 不法投棄監視パトロール
5月31日～6月４
日

市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

409 宮城県 A 登米市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

410 宮城県 A 丸森町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

411 宮城県 A 岩沼市 町内会、事業者 春（秋）の早朝クリーン 6月2日、9月8日 市内 市民総ぐるみで早朝クリーンを実施する。

412 宮城県 A 塩竃市 - 不法投棄監視パトロール 5月31日～6月4日 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

413 宮城県 B 利府町各町内会 事業者、団体 りふクリーンアップ大作戦 6月1日 町内
町内美化に対する啓発を図るため「全町民一斉清掃の日」を設け
て実施する。

414 宮城県 A 女川町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

415 宮城県 A 気仙沼市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

416 宮城県 A
色麻町衛生組合連合
会

衛生組合長 不法投棄監視パトロール 5月～11月 町内 衛生組合による不法投棄監視パトロールを実施する。

417 宮城県 B
色麻町、色麻町衛生
組合連合会

各種団体等 環境美化活動 3月下旬 町内
町民参加による地域環境美化活動を実施する。行政区内の幹線
道路等の清掃活動などを行う。

418 宮城県 A 気仙沼市 - 不法投棄監視パトロール
6月1日～10月31
日

市内 職員及び臨時職員を雇用し、パトロールを実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

419 宮城県 B
白石市、公衆衛生組
合

- 市内一掃クリーン作戦 9月下旬、3月下旬 市内 市民総ぐるみで環境美化に取り組むクリーン作戦を実施する。

420 宮城県 A 蔵王町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町から委嘱する不法投棄監視員によるパトロールを実施する。

421 宮城県 B 塩竃市各町内会 災害防止協力会 市民清掃
4月14日、6月16
日、10月20日

市内 市民総ぐるみで環境美化のための市内清掃活動を実施する。

422 宮城県 B 利府町各町内会 事業者、団体 りふクリーンアップ大作戦 9月1日 町内
町内美化に対する啓発を図るため「全町民一斉清掃の日」を設け
て実施する。

423 宮城県 A 大郷町
シルバー人材セン
ター

環境クリーン巡視業務 通年 町内
シルバー人材センターへの業務委託による監視パトロールを実
施する。

424 宮城県 A 大衡村 - 不法投棄監視パトロール 月2回 村内 大衡村不法投棄監視員によるパトロールを実施する。

425 宮城県 B 大衡村
すばらしい大衡を創
る協議会

環境美化運動 3月、11月 村内
村民一斉となり環境美化に取り組む（ごみ拾い、不法投棄物撤
去）。

426 宮城県 B 七ヶ宿町 ダム管理者等 不法投棄廃棄物回収作業 11月 町内 関係団体による不法投棄廃棄物の撤去作業を実施する。

427 宮城県 A 七ヶ浜町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

428 宮城県 B 加美町 - 町民清掃デー
4月第2・第3日曜
日

町内
町民参加による地域環境美化活動(行政区内の清掃活動）を実施
する。

429 宮城県 A 加美町 - 不法投棄監視パトロール 週2回 町内
町から委嘱する自然環境保全監視員による監視パトロールを実
施する。

430 宮城県 B 大崎市
古川地域公衆衛生組合
連合会、大崎地域広域
行政事務組合

古川地域市民統一清掃
4月第2土曜日、10
月第3土曜日

古川地域 市民参加による地域環境美化活動を実施する。

431 宮城県 B
三本木地域公衆衛生
組合連合会

大崎市、大崎地域広
域行政事務組合

三本木地域クリーン大作戦 4月第1日曜日 三本木地域 市民参加による地域環境美化活動を実施する。
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432 宮城県 B

鹿島台地域区長会
鹿島台地域まちづくり協
議会、鹿島台地域公衆衛
生組合連合会

大崎市、大崎地域広
域行政事務組合

ごみ・ゼロ一斉大作戦
4月・8月・11月の
第1日曜日

鹿島台地域 市民参加による地域環境美化活動を実施する。

433 宮城県 B
岩出山地域公衆衛生
組合連合会

大崎市、大崎地域広
域行政事務組合

一斉清掃
4月・11月の第2日
曜日

岩出山地域 市民参加による地域環境美化活動を実施する。

434 宮城県 B
大崎市、鳴子地域公
衆衛生組合連合会

大崎地域広域行政
事務組合

鳴子温泉地域統一清掃
4月・10月の第3日
曜日

鳴子温泉地域 市民参加による地域環境美化活動を実施する。

435 宮城県 A 美里町 公衆衛生組合 不法投棄監視パトロール 通年 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

436 宮城県 B 東松島市各行政区 - 一斉清掃 通年 市内 行政区ごとの住民による清掃活動を実施する。

437 宮城県 A 多賀城市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 職員及び指導員による不法投棄監視パトロールを実施する。

438 宮城県 C 多賀城市 -
公用車による不法投棄防
止広報

3月、4月 市内
職員及び指導員により、年度末及び年度始めの住民異動の繁忙
期に、不法投棄の防止のため市内の巡回広報を実施する。

439 宮城県 D 多賀城市 -
不法投棄防止の周知チラ
シ配布

通年 市内
アパート等の管理会社に対して、住人の転出入における不法投
棄防止チラシの配布の協力依頼を行う。

440 宮城県 A 名取市 塩釜保健所
不法投棄防止監視カメラ設
置

5月9日～8月29日 市内2箇所
宮城県の不法投棄防止監視カメラ設置計画により、市内2箇所に
不法投棄防止監視カメラ設置予定。

441 宮城県 A 大和町 - 環境美化活動 4月、10月 町内
全町民をあげて環境美化行動を実施する（ごみ拾い、不法投棄
物撤去）。

442 秋田県 B 大館市
大館青年会議所、町
内会

全市一斉クリーンアップ
4月20日、6月8
日、10月

長木川・米代川流域
大館市一斉

4月中に米代川流域、長木川流域。6月・10月に全市一斉のクリー
ンアップを実施する。

443 秋田県 A 大館市 不法投棄監視員
不法投棄監視員パトロー
ル

年4回 市内 不法投棄の監視を実施する。

444 秋田県 B 男鹿市
町内会、建設業協
会、各種団体等

全市一斉清掃及び八郎湖
クリーンアップ合同作戦

4月20日
市内、八郎湖沿岸
一部

市民総ぐるみで早朝クリーンアップを実施する。八郎湖西部承水
路付近のクリーンアップを実施する。

445 秋田県 B 鹿角市 自治会・事業者 市民総参加清掃行動日 4月29日 全市
市民、事業所、団体に呼びかけ、市内一円で清掃活動を実施す
る。
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446 秋田県 B 北秋田市 町内会、自治会
全市春（秋）のクリーンアッ
プ

4月20日、10月 市内
市民総ぐるみで早朝からクリーンアップ、各町内会及び自治会内
の側溝のどぶあげを実施する。

447 秋田県 A 北秋田市 不法投棄監視員
不法投棄監視員パトロー
ル

通年 市内 不法投棄の監視を行う。

448 秋田県 B 仙北市 町内会 市一斉クリーンアップ 4月12日、4月20日 桧木内川、市内
４月中、角館地区桧木内川クリーンアップ、全市一斉クリーンアッ
プを実施する。

449 秋田県 B 能代市 - 八郎湖クリーンアップ 4月13日 浅内小沼 八郎湖に流入する小沼周辺のクリーンアップを実施する。

450 秋田県 B 能代市 - 二ツ井地域春の清掃週間 4月中 二ツ井地区
清掃週間において側溝、下水の泥上げ、地区内の清掃活動を実
施する。

451 秋田県 B
能代クリーンアップ実
行委員会

能代市 能代クリーンアップ 4月13日 能代地区 全市一斉のクリーンアップを実施する。

452 秋田県 B 能代市 - 官庁街落ち葉清掃 11月中 能代地区 官庁街の落ち葉拾いを11月中に実施する。

453 秋田県 B 八峰町 -
八森地区海岸クリーンアッ
プ

7月12日 八森地区 八森地区の海岸クリーンアップを実施する。

454 秋田県 B 八峰町 -
平成26年度春季大掃除及
び全町一斉清掃

4月13日 全町
側溝の泥上げ及び広域農道及び町道のクリーンアップを実施す
る。

455 秋田県 B 八峰町 - 平成26年度秋季大掃除 10月13日 全町
側溝の泥上げ及び広域農道及び町道のクリーンアップを実施す
る。

456 秋田県 B 八郎潟町 町内会、各種団体等 八郎湖クリーンアップ作戦 4月13日 八郎湖周辺
第33回目になる八郎潟クリーンアップを多くの住民参加のもと実
施する。

457 秋田県 B 美郷町
各行政区の廃棄物
減量等推進員及び町
民

全町一斉清掃 4月中 町内
道路端や道路側溝等のゴミ拾い、公園や集会施設周辺等の清掃
を実施する。

458 秋田県 A 美郷町 不法投棄監視人
不法投棄監視人パトロー
ル

4月～10月
自然公園、山間地
域他

不法投棄の監視及び不法投棄物の発見、撤去を実施する。不法
投棄防止看板の設置を行う。

459 秋田県 B 三種町 自治会、建設業者 八郎湖クリーンアップ 4月13日 八郎湖 八郎湖周辺のクリーンアップを実施する。
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460 秋田県 A 上小阿仁村 不法投棄監視員
不法投棄監視員パトロー
ル

4月～11月 全村 不法投棄の監視及び不法投棄物の発見、撤去を実施する。

461 秋田県 A 由利本荘市 環境監視員 環境監視員パトロール 4月～11月 全市 不法投棄の監視及び不法投棄物の発見、撤去を実施する。

462 秋田県 B 由利本荘市 町内会、各種団体 一斉クリーンアップ 4月、10月 全市 市民に呼びかけ、市内全域で清掃活動を実施する。

463 秋田県 A 大仙市
大仙市不法投棄監
視員

不法投棄監視パトロール 4月～11月 市内 毎月３回のパトロールを実施し、不法投棄の未然防止を図る。

464 秋田県 B 大仙市 自治会・事業者
春の全市一斉クリーンアッ
プ

4月20日 市内 市内全域でクリーンアップを実施する。

465 秋田県 A 大仙市 - 不法投棄防止キャンペーン 4月20日 市内
春の全市一斉クリーンアップに合わせ、広報パトロールを実施す
る。

466 福島県 B
泉崎村村内統一ク
リーンアップ作戦推進
協議会

村民
村内統一クリーンアップ作
戦

4月・6月・9月の第
2日曜日

村内 村民1、300人余りが、空き缶、空き瓶、紙くずを拾う。

467 福島県 AD 小野町 - 不法投棄防止事業 4月～3月 町内
不法投棄防止パトロール、投棄物回収作業及び周辺清掃作業、
防止看板整備等を行う。

468 福島県 B 鏡石町内各行政区 住民 環境美化活動
4月・6月・8月・10
月の第1日曜日

町内 住民による町内の一斉清掃を行う。

469 福島県 AB 川俣町 町民、団体ほか
①町内一斉クリーン作戦
②河川清掃
③不法投棄パトロール

①4月27日、9月7
日　②7月6日、9
月7日　③月2回
（隔週）

町内(一部地域を除
く)

①町民1、000人余りが道路沿いのゴミ拾いを行う。
②町民500人余りが河川の草刈とゴミ拾いを行う。
③町が委託する団体による不法投棄防止のパトロール及び不法
投棄の回収。

470 福島県 A 鮫川村 -
鮫川村不法投棄廃棄物回
収作業

通年 村内
村が委託した民間団体が公共道路を巡回し、不法投棄廃棄物を
回収・処理する。

471 福島県 AD 伊達市 市民
不法投棄防止活動及び啓
発事業

6月 市内
廃棄物不法投棄監視員（33名）の委嘱及び研修会を実施する。広
報誌による啓発を行う。

472 福島県 B
町内各行政区
（下郷町）

住民
うつくしまふくしま町内一斉
清掃

6月1日 町内 各地区住民が道路、各施設等環境美化活動を実施する。
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473 福島県 AD 二本松市 -
不法投棄防止監視活動、
不法投棄防止啓発

5月30日～6月5日 市内
市が委嘱する環境衛生監視員（７４名）による、不法投棄防止監
視活動を実施する。また、広報紙にて啓発を実施する。

474 福島県 F 二本松市 - （仮）環境教育事業 通年 市内 小学生を対象とした環境教育活動を実施する（調整中）。

475 福島県 B 二本松市 市民 河川側溝清掃 6月7日 中心市街地等 住民による河川除草とごみ拾いを実施する。

476 福島県 B 福島市 -
①春の全体一斉清掃
②秋の全体一斉清掃

①6月 （第1日曜
日）、②11月（第１
日曜日）

市内 市内の一斉清掃を行う。

477 福島県 AD 相馬市 -
不法投棄防止強化監視活
動

7月、10月 市内
①不法投棄防止強化監視活動を実施する。
②不法投棄箇所を把握及び状態の確認。
③広報紙・HPによる啓発を実施。

478 福島県 A 会津美里町 - 不法投棄パトロール 5月28日～30日 町内
町が委嘱する不法投棄監視員（15名）による、不法投棄回収作業
及び防止看板設置を行う。

479 福島県 A 会津美里町 -
河川愛護デークリーンアッ
プ作戦

7月 （第1日曜日） 町内の一部 町民が河川のゴミ拾いを行う。

480 福島県 B 棚倉町 町民
町内一斉クリーンアップ作
戦

6月1日 町内 町民による町内の一斉清掃を実施する。

481 福島県 A 棚倉町 - 不法投棄パトロール 通年 町内
環境監視員及び不法投棄パトロール員による不法投棄防止のパ
トロール、投棄物の回収を行う。

482 福島県 B 相馬市 市民 市民総参加空き缶拾い 4月21日 市内 市民による市内の空き缶拾いを行う。

483 福島県 B 白河市 市民
市民総ぐるみ市内一斉清
掃

7月第1日曜日 市内 市民による市内の一斉清掃を実施する。

484 福島県 A 白河市 市民 美化推進地区パトロール
4月～11月の第2・
第4水曜日

美化推進地区６箇
所

市民による美化パトロールを実施する。

485 福島県 A 白河市 市民 不法投棄巡視月間 10月 市内 各町内会による不法投棄の巡視及び投棄物の撤去を実施する。
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486 福島県 BD 三春町 町民
地区クリーンアップ作戦不
法投棄防止啓発活動

通年 町内

各行政区や老人クラブ等の団体が主体となって、町内の不法投
棄物の回収及び清掃活動を実施する。全国ごみ不法投棄監視
ウィーク及び環境衛生週間にあわせて町広報紙や防災無線等に
より不法投棄防止の啓発を行う。

487 福島県 B 猪苗代町 町内全行政区
町内一斉クリーンアップ作
戦

4月29日 町内 地区住民がごみ等を拾う。

488 福島県 A 猪苗代町 - 不法投棄パトロール
4月22日～4月24
日

町内全域
職員等による不法投棄のおそれがある場所のパトロールを実施
する。

489 福島県 B 中島村 村民 クリーンアップ作戦 4月27日 村内 村内のごみ拾いと清掃を実施する。

490 福島県 B
市内各行政区（南相
馬市）

住民
①春のクリーンデー
②秋のクリーンデー

①5月25日
②10月26日

市内（原町区、鹿島
区）

各行政区の一斉清掃を行う。

491 茨城県 A 龍ケ崎市 - 不法投棄撲滅強化月間 6月1日～6月30日 市内
不法投棄撲滅強化月間（6月、11月、3月）を「わがまちクリーン大
作戦」と称し、巡回や啓発活動を行う。

492 茨城県 B 東海村 -
東海村春の一斉クリーン作
戦

5月24日 村内
自治会や各種団体、事業所の協力をいただき、村内一斉の環境
美化活動を行う。

493 茨城県 G 水戸市 水戸市、地区会 ごみゼロキャンペーン 5月30日 水戸駅（北口・南口）
循環型社会の構築と、清潔でごみ散乱のないまちづくりを目的と
する啓発運動の一環として、広く市民にごみ減量とリサイクルの
大切さ及びポイ捨て防止を呼びかける。

494 茨城県 D 水戸市 水戸市
ごみゼロキャンペーンのＰ
Ｒ

5月15日～5月31
日

市内
水戸市の広報紙「広報みと」にて、ごみゼロキャンペーンの開催
やＰＲを行う。

495 茨城県 B 土浦市 市民
「環境美化運動の日（ごみ
ゼロの日）」統一美化キャ
ンペーン一斉清掃

6月1日 市内

5月30日（金）を中心として実施する「環境美化運動の日（ごみゼ
ロの日）」統一美化キャンペーンにあわせて、本市「さわやか環境
条例」の推進及び清潔で快適な生活環境づくりに向けた市民意
識の醸成を図るため、各町内住民等及び市職員の参加・協力の
もと一斉清掃活動を実施し、道路や空き地等に散乱するごみの
回収を行う。

496 茨城県 B 古河市
市内行政自治会、企
業、学校、一般

渡良瀬遊水地クリーン作戦 4月19日
渡良瀬川河川敷、
渡良瀬遊水地

利根川上流河川利用者協議会の主催により、市内行政自治会、
企業、学校、その他一般参加者が集い、渡良瀬遊水地の清掃活
動を行う。

497 茨城県 B 古河市
市内行政自治会、企
業、学校、一般

古河花火大会後のクリーン
作戦

8月3日 渡良瀬川河川敷
毎年8月第一土曜日に開催される古河花火大会後の清掃活動を
市内行政自治会、企業、学校、その他一般参加者が集い、渡良
瀬川河川敷の清掃活動をする。
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498 茨城県 B 古河市 市内行政自治会 市民総ぐるみ清掃活動
5月18日、9月1
日、11月16日、3
月8日

市内 市内行政自治会が主体となった清掃活動を市内全域で行う。

499 茨城県 B 石岡市 - 清掃作戦
3月・9月の第1日
曜日

市内 市民と協力し、各地区周辺の道路及び空き地等の清掃を行う。

500 茨城県 B 結城市 - 市民一斉クリーン作戦 5月25日 市内 市内全自治会による、空き缶拾い等の環境美化活動を行う。

501 茨城県 A 結城市 -
不法投棄防止一斉パト
ロール

11月 市内
不法投棄防止強調月間（6月、11月）に合わせて県、警察、市及び
市内環境監視員によるパトロールを実施する（結城は11月に行
う）。

502 茨城県 B 下妻市 - 市民清掃デー 6月8日 市内
市内自治会・小中学校・事業所・市職員による一斉ごみ拾いを実
施する。

503 茨城県 B 常総市 - 市内一斉清掃
6月1日、12月7
日、3月1日

市内 自治会に協力をいただき、市内一斉の環境美化活動を行う。

504 茨城県 B 北茨城市 -
北茨城市環境美化運動の
日

6月1日 市内
自治会や各種団体、事業所の協力をいただき、市内一斉の環境
美化活動を行う。

505 茨城県 A .取手市
不法投棄ボランティ
ア監視員

1.不法投棄夜間監視パト
ロール
2.不法投棄監視ウィーク

6月中の1日、5月
30日～6月5日

市内

1.住民からの不法投棄情報の多発箇所において市職員による夜
間パトロールを実施。
2.ウィーク中、パトロールを集中的に行うことによって不法投棄の
発見、防止に努める（不法投棄ボランティア監視員）。

506 茨城県 B 牛久市 -
関東地方環境美化運動の
日

5月25日 市内 市内全域の環境美化を図るための市内一斉清掃を実施する。

507 茨城県 B つくば市 市民、区会等 市内一斉清掃 6月1日 市内
6月と12月の第一日曜日に、自治会や各種団体、事業所等の協
力をいただき、市内一斉の環境美化活動を行う。

508 茨城県 B ひたちなか市 - 環境美化運動 5月25日、6月1日 市内
自治会、事業所等の協力のもと、市内一斉の環境美化活動を行
う。

509 茨城県 G 鹿嶋市 - 環境サポーター統一行動 6月14日
市内国道124号沿道
（ショッピングセン
ター周辺）

H16より、不法投棄の防止を目的とした監視活動を行っている「環
境サポーター」約300名が、市内の交通量が多い国道124号沿道
のショッピングセンター周辺の通行車両及び買い物客に対し、不
法投棄撲滅を訴え、集会と街頭宣伝活動を行う。

510 茨城県 B 守谷市 自治会 環境美化の日
6月3日、9月1日、
12月1日

市内
自治会や各種団体、事業所と協力して、市内一斉の環境美化活
動を行う。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

511 茨城県 B 守谷市
もりやをきれいしよう
会

利根川河川敷クリーン作戦 3月1日
利根川左岸河川敷
外

自治会や各種団体、事業所と協力して、市内一斉の環境美化活
動を行う。

512 茨城県 A 守谷市 - 不法投棄パトロール 随時 市内 市内全域の不法投棄パトロールを実施する。

513 茨城県 A 常陸大宮市 -
道路・河川の一斉クリーン
作戦

7月6日 市内
自治会や各種団体、事業所、中学校等と協力して、市内一斉の
環境美化活動を行う。

514 茨城県 B 筑西市 市町村、自治会 市内一斉クリーン作戦 5月26日 市内各地
「関東地方環境美化運動の日」統一美化キャンペーン（5月30日）
に自治会（市内住民）と市職員による一斉回収活動等を実施する
(予定）。

515 茨城県 B 坂東市 市民
市内一斉清掃活動「クリー
ン坂東」

5月25日、10月26
日

市内
市民協働による市内一斉清掃活動「クリーン坂東」を実施し、ごみ
の散乱しない美しいまちづくりを目指す。

516 茨城県 A 稲敷市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄監視員・廃棄物対策管理官によるパトロールを実施す
る。

517 茨城県 B 稲敷市 各行政区 環境美化運動の日 7月6日 市内 市民による一斉清掃（道路等）、不法投棄の回収を行う。

518 茨城県 B かすみがうら市 -
関東地方環境美化運動の
日

5月25日 市内
自治会、事業所等の協力をいただき、市内一斉清掃を行う（平成
25年5月25日、8月3日、平成27年3月1日）。

519 茨城県 B 桜川市 -
「関東地方環境美化運動
の日」統一美化キャンペー
ン

6月1日 市内
市内全地域で一斉に空き缶等の回収活動及び清掃活動を実施
依頼し、実施行政区へ報奨金の支払いを行う。

520 茨城県 B 神栖市 - 環境美化の日 5月25日 市内
行政区や事業所、市職員による市内一斉清掃活動の実施する（5
月26日に実施できない場合は、前後で都合のいい日に実施）。

521 茨城県 A 行方市 -
不法投棄撲滅監視パト
ロール

監視ウィークを含
む年3回（8月お盆
時期・12月年末・3
月年度末期等）

市内
不法投棄撲滅強化月間を含め年間通じて巡回や啓発活動を行
う。

522 茨城県 B 鉾田市 -
環境美化推進運動事業（ク
リーン作戦）

6月1日 市内
自治会や各種団体、事業所の協力をいただき、村内一斉の環境
美化活動を行う。

523 茨城県 A 鉾田市 - ランドパトロール
6月1日～6月30
日、11月1日～11
月30日

市内
不法投棄の未然防止及び早期発見のため期間中に集中的なパ
トロール及び指導を実施する。

524 茨城県 A つくばみらい市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
市生活環境課において、関係各課とも連携しながら、不法投棄パ
トロールを実施し、境美化活動を行う。
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525 茨城県 B つくばみらい市 - 一斉清掃
 5月25日、11月30
日

市内 自治会等の協力をいただき、村内一斉の環境美化活動を行う。

526 茨城県 B
つくばみらい市、鬼怒
川・小貝川流域ネット
ワーク会議

-
鬼怒川・小貝川クリーン作
戦

7月12日
市内（鬼怒川・小貝
川河川敷）

流域沿川住民、河川敷占用者、利水者、自治会、各種団体等の
協力をいただき、河川敷の環境美化活動を行う。

527 茨城県 A、D 小美玉市 小美玉市市民会議 春・秋冬・クリーン作戦
各地区ごと（年4
回）

市内
各地区自治会や各種団体、協力をいただき、市内一斉の清掃活
動不法投棄撤去作業・資源ごみの回収活動活動等の環境美化
活動を行う(年4回）。

528 茨城県 A、D 小美玉市
小美玉市玉里地区
不法投棄監視員

清掃活動・不法投棄防止
パトロール

2月、4月、6月、8
月、10月、12月第
1火曜日に実施

玉里地区 玉里地区不法投棄清掃等パトロール活動を実施する。

529 茨城県 B 茨城町 -
「関東地方環境美化運動
の日」統一美化キャンペー
ン

5月最終日曜日、
12月第1日曜日

町内
各地区住民、町内事業所による町内一斉の環境美化運動を行
う。

530 茨城県 B 大洗町
自治会、民間業者、
事業所、ボランティア
団体

クリーンアップ大洗 7月6日 町内
町を挙げての町内全域の清掃活動を実施する（参加予定人数は
約5,000人）。

531 茨城県 B 城里町 - 春の環境美化クリーン作戦 5月25日 町内
自治会・各団体等のご協力により、町内一円の環境美化活動を
行う。

532 茨城県 B 阿見町 - 町内クリーン作戦 5月25日 町内 環境美化活動として空き缶等の一斉回収活動を実施する。

533 茨城県 B 河内町 - 清掃大作戦
7月下旬、3月初旬
の日曜日

町内
地域住民が道路や河川沿い等の公共の場所に捨てられているご
みを、分別してごみステーション等に集積。後日、委託業者が回
収する。

534 茨城県 D　G 境町 環境団体 不法投棄防止啓発活動 4月20日
イベント会場（菜の
花フェスティバル）

不法投棄防止、環境の美化、保全、ごみ減量化の推進について、
チラシ・グッズを配布し、啓発を行う。

535 茨城県 B 境町 - 町内一斉清掃（春・秋） 5月25日 町内
環境美化に対する啓発を図るため行政区単位で町内全域の清掃
を行う。

536 茨城県 D　G 境町 環境団体 環境保全啓発活動 11月3日
イベント会場（町民
祭）

不法投棄に関するアンケートを実施する。写真展示、啓発グッズ
の配布を行う。

537 茨城県 A 境町 環境団体 不法投棄防止パトロール 12月 町内
不法投棄防止町内パトロールを実施する（青色防犯パトロール
カーによる広報活動）。
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538 茨城県 B 利根町 自治会 利根町クリーン作戦 5月25日 町内 地域住民による空き缶等の一斉収集を実施する。

539 茨城県 A 常陸太田市 - 不法投棄撲滅作戦
6月１日～6月30
日

市内
茨城県UD監視員及び担当職員で不法投棄を撲滅するため巡回
等を行う。

540 茨城県 B 笠間市 - 市内クリーン作戦 6月1日 市内 自治会等に協力頂き、市内一斉の環境美化活動を行う。

541 茨城県 D 小美玉市 - 広報誌掲載 5月 市内 広報誌等に掲載を行い住民に周知する。

542 茨城県 D 小美玉市 - 防災無線の実施 6月 市内 防災無線を通して住民に周知をする。

543 茨城県 A 美浦村 - 不法投棄防止事業 6月 村内 ランドパトロールを実施する。

544 茨城県 B 美浦村 - 環境美化活動 5月25日 村内
「関東地方環境美化運動の日」に住民による一斉回収活動を実
施する。

545 茨城県 Ａ 美浦村 -
廃棄物対策管理官パト
ロール

通年 村内 廃棄物対策管理官による村内パトロールを実施する。

546 茨城県 B 那珂市 市民 那珂市内一斉清掃 7月、3月 市内 市民による市内の一斉清掃を行う。

547 茨城県 A かすみがうら市
シルバー人材セン
ター

市内環境美化清掃業務 年度内 市内
シルバー人材センターに不法投棄のパトロールを委託し、市内幹
線道路の巡回等を行う。

548 茨城県 A かすみがうら市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
市内多発地点を市職員や不法投棄監視員によるパトロールを実
施する。

549 茨城県 A 日立市 -
不法投棄監視員パトロー
ル

通年 市内
不法投棄監視員及び職員によるパトロールと不法投棄物の回収
を実施する。

550 茨城県 C 日立市 -
ごみの減量化・資源化啓発
活動

7月
日立シビックセン
ター

家庭系ごみの減量化・資源化をさらに進めるため、４Ｒ(リフュー
ズ、リディース、リユース、リサイクル)の推進を市民に広く広報・啓
発する。

551 茨城県 A 高萩市 不法投棄監視員 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄防止監視員を置き、廃棄物の不法投棄を未然に防止す
るとともに環境美化思想の向上を図る。
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552 茨城県 A 潮来市 不法投棄監視員
不法投棄監視員によるパト
ロール

通年(四半期報告) 市内 不法投棄監視員によるパトロール(ボランティア団体)を実施する。

553 茨城県 B 潮来市 市民 市内清掃作戦
5月11日、11月、3
月

市内
市内自治会や各種団体の協力をいただき、市内一斉の清掃作戦
を行う。

554 茨城県 B 大子町
くらしの会、地球温暖
化防止活動推進員

「環境美化運動の日（ごみ
ゼロの日）」統一美化キャ
ンペーン

5月30日 町内
「関東地方環境美化運動の日」統一美化キャンペーンを実施す
る。

555 茨城県 D 大子町 -
奥久慈大子祭り環境キャン
ペーン

11月頃 町内

町内の各種団体等も多く協賛しているイベントなので、幅広く町民
等に清潔でごみ散乱のないまちづくりを目的とする啓発運動の一
環として、ごみ減量とリサイクルの大切さ及びポイ捨て防止を呼
びかける。

556 茨城県 B 大子町
行政連絡区、土木事
務所

河川清掃 2月頃 市内
行政連絡区の協力をいただき、町内河川清掃を実施し環境美化
活動を行う。併せて不法投棄の防止等も図る。

557 茨城県 A 八千代町 - 不法投棄防止パトロール 通年 町内
町生活環境課において、不法投棄防止パトロールを実施し、環境
美化活動を行う。

558 栃木県 G
那須塩原市消費生活
推進連絡会、那須塩
原市

- 消費生活と環境展 2月中旬の日曜日
いきいきふれあいセ
ンター

消費生活と環境展に不法投棄対策に関するパネル展示を行い、
住民に対し周知啓発を図る。

559 栃木県 A 足利市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
市職員等による市内不法投棄監視重点区域のパトロールを実施
する。

560 栃木県 B 市貝町
地域住民・小中学校
等

町民一斉清掃
5月25日、11月30
日

町内 各自治会・小中学校による町内全域一斉清掃を実施する。

561 栃木県 B 小山市
小山市自治会連合
会

全市一斉清掃 5月下旬 市内 各自治会住民が小山市内全域を一斉清掃する。

562 栃木県 A 鹿沼市
きれいなまちづくり推
進員、自治会、市民

不法投棄パトロール 通年 市内
環境パトロール班（職員・監視員）による不法投棄パトロールを実
施する。

563 栃木県 B 上三川町 - 上三川町環境美化運動 5月25日 町内 空き缶等投棄ごみの一斉収集運動を実施する。

564 栃木県 B さくら市 地域住民 一斉清掃 5月25日 市内
地域住民が道路や河川沿い等の公共の場所に捨てられているご
みを、分別してごみステーション等に集積する。後日、委託業者が
回収する。
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565 栃木県 B さくら市 地域住民 一斉清掃 2月22日 市内
地域住民が道路や河川沿い等の公共の場所に捨てられているご
みを、分別してごみステーション等に集積する。後日、委託業者が
回収する。

566 栃木県 D さくら市 - 広報誌等による啓発事業 通年 市内 定期的に市広報誌及びホームページに掲載する予定。

567 栃木県 B 佐野市

佐野市職員、市内各
町会、安佐グランド
ワーク、その他関係
団体

秋山川一斉清掃 5月25日 秋山川流域
佐野市、各種団体、市民が協力して秋山川流域を清掃活動する
ことにより、流域の浄化を図る。

568 栃木県 AD 佐野市 -
廃棄物等監視員による市
内巡回

通年 市内
・ポイ捨て等の散乱ゴミの回収。
・不法投棄防止啓発。

569 栃木県 C 佐野市 - 再生品販売
5月、7月、10月、1
月

みかもクリーンセン
ター

みかもクリーンセンターで出たごみを再利用可能な状態に戻し、
希望する市民に引き渡す。

570 栃木県 H 佐野市
佐野市職員、市内各
町会

不法投棄多発箇所の清掃
および看板、防護柵の設置

通年 市内
・地元町会と協力して不法投棄多発箇所の清掃を行っている。
・不法投棄防止のために地元町会と協力をして禁止看板や防護
柵の設置を行っている。

571 栃木県 D 佐野市 - 不法投棄防止の啓発
6月1日、12月1
日、3月1日

市内全世帯
不法投棄監視ウィーク、年末・年度末の不法投棄多発期に合わ
せて「広報さの」に啓発文を掲載し、不法投棄しないよう広く市民
に呼びかけている。

572 栃木県 G 佐野市 - 不法投棄防止のパネル 通年
みかもクリーンセン
ター

みかもクリーンセンター内にパネルを展示し、不法投棄防止の啓
発を行っている。

573 栃木県 B 塩谷町 各行政区 統一美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 5月25日 町内の道路・河川等
町内全行政区の各世帯一人以上の参加による山林・原野・道路
周辺等の一斉清掃を実施する。

574 栃木県 B 下野市 自治会・事業所
とちぎの環境美化県民運
動

5月25日 市内 自治会や事業所による周辺の清掃活動を実施する。

575 栃木県 B 栃木市 市民

①美化キャンペーン
②とちぎの環境美化県民
運動
③クリーン大平
④美しいまちづくりの日

①② 5月25日
③ 7月～8月
④ 6月15日、11月
16日

① 西方地域内
② 大平・藤岡・都
賀・地域内
③ 大平地域内
④ 西方地域

①②市民の参加を募ってのごみ拾い、草刈等の美化活動及び美
化啓発キャンペーン。
③大平地域の自治会を中心とした町内の一斉清掃。
④環境美化を目的として、市民（自治会単位の区域区分）により
公衆道路、公共施設及び野外の散乱ごみの収集をする。また、道
路にあたっては、見通しの悪い道路等については、生垣・草刈等
の場所をこさ切り・草刈等をしている自治会もある。
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576 栃木県  B 那須塩原市 自治会 市民一斉美化運動
5月25日、11月16
日

市内
各行政区域内の道路脇等にポイ捨てされたカンやビン、紙くず等
を回収し、地域の美化の向上を図る。

577 栃木県 A 那須塩原市 - 不法投棄休日・夜間監視
通年（月１回程度
実施）

市内 休日・夜間の不法投棄パトロールを実施する。

578 栃木県 B 那須烏山市 自治会 那須烏山市環境美化運動 5月25日 市内
（１）散乱ごみ等の一斉収集　（２）道路等の草刈　（３）道路側溝の
清掃　（４）市民に対する散乱ごみ問題及び環境美化運動の啓発
等を実施する。

579 栃木県 B 那須烏山市 市職員
那須烏山市職員による環
境美化運動

7月 市内の公共道路
（１）道路等に投棄された「空き缶」や「ごみ等」の清掃活動　（２）
拾い集めたごみの分別作業　等を実施する。

580 栃木県 D 那須塩原市 - 3R活動の啓発 10月 市内
広報誌（「広報なすしおばら）」に3R活動に関する記事を掲載し、
住民に対し周知啓発を図る。

581 栃木県 D 那須塩原市 - 不法投棄防止啓発活動 通年 市内
広報誌（「広報なすしおばら）」に不法投棄対策に関する記事を掲
載し、住民に対し周知啓発を図る。

582 栃木県 DＦ
那須地区レジ袋削減
推進協議会

-
ごみに関する啓発ポスター
コンテスト

9月
那須塩原市内小学
校

那須塩原市内の小学生を対象にごみに関するポスター及び標
語、マイバッグを募集し、コンテストを実施することにより、レジ袋
削減についての周知啓発を図る。

583 栃木県 B 那須町 自治会・小中学校 環境美化町民運動 5月25日 町内
自治会・学校・事業者等に呼びかけ、町内一斉に道路や河川、公
園などの不法投棄ごみの回収等の清掃活動を実施する。

584 栃木県  B 日光市 自治会 クリーン大作戦 6月1日 市内 自治会を中心とした一斉清掃を実施する。

585 栃木県 D 壬生町 - 広報誌等による啓発事業 5月、6月 町内 町広報誌に不法投棄防止啓発記事を掲載を行う。

586 栃木県 B 壬生町 各自治会81団体
とちぎの環境美化県民運
動

5月24日～5月31
日

町内各地 各自治会が各々の区域の清掃活動をする。

587 栃木県 A 壬生町 - 不法投棄パトロール 通年 町内
廃棄物・土砂等埋立監視員による不法投棄パトロールを実施す
る。

588 栃木県 B 茂木町
保健環境委員会・各
行政区

秋のクリーン作戦 10月26日 町内各地
各行政区（125区）において、道路及び河川沿いを中心にクリーン
作戦を実施する。

589 栃木県 B 茂木町
区長会連合会茂木
地区区長会等

河川清掃 7月中旬 市街部河川 市街部の河川沿いのごみ拾い及び草刈・残土除去の実施する。
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590 栃木県 D 茂木町 - 広報活動 6月上旬 町内 広報誌、ケーブルテレビによる不法投棄防止啓発活動を行う。

591 栃木県 B 茂木町 保健環境委員会 春のクリーン作戦 5月25日 町内
春のクリーン作戦と称し各行政区（125区）において、道路及び河
川沿いを中心にクリーン作戦を実施する。

592 栃木県 G 茂木町
町、茂木町社会福祉
協議会等

福祉・健康・エコまつり 10月12日 道の駅もてぎ
リサイクル、ごみ減量化、省エネ・新エネ等の紹介、体験コーナー
設置による普及・啓発活動の実施する。

593 栃木県 D 茂木町 - 不法投棄防止活動 随時 TV、広報紙等
不法投棄防止のための監視及び廃棄物の適正処理を目的に年
間を通じ町行政チャンネル（TV）や広報紙等で啓発活動を実施す
る。

594 栃木県 A 茂木町
保健環境委員会、連
合区長会

不法投棄防止パトロール 6月中 町内各地
不法投棄を未然に防止するため、行政区役員（抽出）と町職員で
多発路線（林道）等を巡回し、防止活動を実施する（H24より夜間
から日中に変更）。

595 栃木県 B 矢板市
矢板市保健委員協
議会

とちぎの環境美化県民運
動

5月25日前後 市内 自治会を中心とした一斉清掃を実施する。

596 栃木県 B
ライオンズクラブ
5R1Z

一般市民、市職員 那珂川クリーン大作戦
10月上旬の日曜
日

鳥野目河川公園～
那珂川河畔運動公
園

環境の美化及び河川の水質保全を図るため、市民一丸となって
那珂川周辺の公園内の清掃活動を実施する。

597 栃木県 B 芳賀町 自治会、行政区
クリーン芳賀「環境美化の
日」

5月25日、7月27
日、9月28日、2月
1日

町内 各自治会・各行政区単位で空き缶拾い等を実施する。

598 栃木県 A 那珂川町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 不法投棄監視員による監視を実施する。

599 栃木県 A 那珂川町
行政区・関係機関・
団体・小中学校児童
生徒

那珂川町環境美化運動 5月27日 町内 町内主要道路及び主要河川のごみ収集を実施する。

600 栃木県 B 下野市 自治会・各種団体 姿川クリーン作戦 11月 市内 姿川沿いの一斉清掃活動を実施する。

601 栃木県 AB 野木町
町環境委員、町不法
投棄監視員

廃棄物不法投棄一斉監視 5月31日 町内
町職員及び町環境委員、町不法投棄監視員による町内の不法投
棄の一斉回収を実施する。

602 栃木県 AB 野木町内各自治会 - 一斉収集 通年 各自治会 自治会主体の清掃活動を実施する。

603 栃木県 A 那珂川町 - 広報活動 5月30日 町内 ケーブルテレビによる不法投棄防止啓発活動を実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

604 栃木県 A 佐野市 佐野市職員 夜間パトロール 6月、12月、2月 市内 夜間パトロールを行い、不法投棄の監視、指導を強化する。

605 栃木県 B 栃木市
地域クリーン推進員
連合会岩舟支部

統一美化キャンペーン 5月25日 岩舟地域内
（１）散乱ごみ等の一斉収集　（２）道路等の草刈　（３）道路側溝の
清掃　（４）町民に対する啓発や環境美化運動の啓発　等を実施
する。

606 栃木県 B 佐野市
佐野市町会長連合
会

市内一斉清掃 5月25日 市内
町会長連合会を筆頭として、地域の住民が協力して市内を清掃
活動することにより、環境美化を推し進める。

607 栃木県 B 益子町 各自治会 環境美化運動 5月11日 町内 各自治会が益子町内全域を一斉清掃する。

608 栃木県 B 益子町 各自治会 環境美化運動 12月 町内 各自治会が益子町内全域を一斉清掃する。

609 栃木県 B 鹿沼市
自治会、鹿沼市きれ
いなまちづくり推進員
協議会

環境美化の日 5月18日 市内
鹿沼市では「きれいなまちづくり推進条例」において、毎年5月と9
月の第3日曜日を「環境美化の日」として定めており、市内全域の
一斉清掃などの環境美化活動を実施している。

610 栃木県 B 鹿沼市
自治会、鹿沼市きれ
いなまちづくり推進員
協議会

環境美化の日 9月21日 市内
鹿沼市では「きれいなまちづくり推進条例」において、毎年5月と9
月の第3日曜日を「環境美化の日」として定めており、市内全域の
一斉清掃などの環境美化活動を実施している。

611 栃木県 B 真岡市 地域住民 市内一斉清掃 5月25日 市内 各自治会による市内全域一斉清掃を実施する。

612 栃木県 B 真岡市 地域住民 市内一斉清掃 12月21日 市内 各自治会による市内全域一斉清掃を実施する。

613 栃木県 AB 小山市 - 不法投棄パトロール 6月、12月 市内
市職員及び廃棄物減量等推進員、廃棄物不法投棄監視員による
市内不法投棄パトロールと清掃活動を実施する。

614 栃木県 A 小山市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
廃棄物不法投棄監視員及び市職員による不法投棄パトロールを
実施する。

615 栃木県 A 小山市 -
不法投棄監視夜間・休日
パトロール

6月、12月 市内 市職員による夜間・休日パトロールを実施する。

616 栃木県 B 大田原市 地域住民 市内一斉清掃 5月25日 市内 各自治会による市内全域一斉清掃を実施する。
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617 栃木県 B 高根沢町 保健委員会 美化キャンペーン
5月25日、10月下
旬

町内 自治会を中心とした一斉清掃を実施する。

618 群馬県 H
伊勢崎市環境指導員
会

伊勢崎市 廃タイヤ等改修事業 6月1日
清掃リサイクルセン
ター21

廃タイヤ等、通常は市のごみ回収で収集できない物を市民から有
料回収することで不法投棄を抑制・防止する。

619 群馬県 H
伊勢崎市環境指導員
会

伊勢崎市 廃タイヤ等改修事業 6月8日
あずまダストセン
ター

廃タイヤ等、通常は市のごみ回収で収集できない物を市民から有
料回収することで不法投棄を抑制・防止する。

620 群馬県 B 渋川市
渋川市環境美化推
進協議会渋川地区・
渋川市

河川側溝清掃 5月中旬～6月 渋川地区 市内の平沢川を中心とした河川や側溝の清掃を実施する。

621 群馬県 Ｆ 渋川市
渋川市環境美化推
進協議会・赤城地区

研修・施設見学等 6月下旬
渋川地区広域圏清
掃センター等

赤城地区役員の研修会を開催する。渋川地区広域県清掃セン
ター及びリサイクルセンターの見学を行う。

622 群馬県 B 渋川市
渋川市環境美化推
進協議会・渋川市

ごみゼロ活動 5月30日 市内 不法投棄ごみの撤去・不法投棄防止ＰＲ等を実施する。

623 群馬県 B 渋川市
渋川市環境美化推
進協議会小野上地
区

地区内清掃作業 5月26日 市内小野上地区 山間部を中心とした不法投棄ごみ撤去を実施する。

624 群馬県 H
渋川市、環境美化推
進協議会子持地区

-
河川愛護の呼びかけ及び
ごみ広い

5月25日
子持地区利根川河
川敷

子持地区で開催される清流祭りに併せ、河川愛護を呼びかけると
ともに、ごみ拾い活動を実施する。

625 群馬県 B 榛東村
榛東村環境美化推
進協議会

平成26年度不法投棄ごみ
一掃クリーン作戦

5月18日 村内 ボランティア約400名による全村一斉美化活動を実施する。

626 群馬県 B 館林市 市民 加法師川清掃活動 5月13日 加法師川沿線 河川沿いの清掃と草花植栽を実施する。

627 群馬県 D 館林市 館林市役所
環境情報誌「エコシティ」の
発行

5月26日、6月1日 市内 情報誌の回覧。パネル展示による普及啓発を行う。

628 群馬県 A 館林市 館林市役所 環境パトロール 月曜日、金曜日 市内 不法投棄の重点監視ポイントのパトロールを実施する。

629 群馬県 B 館林市 - 市民一斉清掃 4月13日、11月2日 各地区 市民による居住地域の自主的な清掃活動を実施する。

630 群馬県 A 千代田町 - 不法投棄防止巡視事業 週1回 町内 町内を巡回し、ごみを不法投棄されないよう巡視を実施する。
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631 群馬県 B 成島河川愛護会 館林市 鶴生田川清掃 年4回 鶴生田川沿線 河川沿いの清掃と花壇作りを実施する。

632 群馬県 A 藤岡市 -
不法投棄散乱ごみ監視パ
トロール

通年 市内 嘱託職員（2名）によるパトロール及び回収作業を実施する。

633 群馬県 D 藤岡市 - 広報による啓発 6月1日 市内 環境美化啓発記事の掲載を行う。

634 埼玉県 B 蓮田市 自治会 クリーン作戦 12月7日 市内
市民総ぐるみで環境美化活動を行い、快適で住みよい街づくりを
する。

635 群馬県 A 明和町 -
不法投棄監視及び投棄物
清掃業務委託

6月2日 町内
年間契約により明和町シルバー人材センターに業務委託し、監
視・清掃等をを実施する。

636 埼玉県 ADH 川口市 - 駅頭キャンペーン 6月2日～6日

ＪＲ川口駅、西川口
駅、東川口駅、川口
元郷、新井宿、戸塚
安行の各駅頭

駅頭で歩行者等に啓発用ポケットティシュを配布する。

637 埼玉県 A 吉見町 - 不法投棄防止パトロール 通年
町内、町内の山林
や河川敷等

不法投棄ごみ撤去及びパトロールを実施する。

638 埼玉県 B
北本市、自治会、自
治会連合会

- 快適な環境づくり運動
5月18日～6月22
日

各自治会区域 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

639 埼玉県 BD 富士見市 - 富士見市をきれいにする日 5月25日 市内

市民（個人）を主な対象とした「市内一斉清掃の日」を設け、自主
的に自宅前の掃き掃除などのかんたんな清掃活動を朝30分程度
行っていただき、市民の皆様にまちの環境美化活動の一層の推
進を図る。

640 埼玉県 B
熊谷市コミュニティづく
り市民協議会

自治会他各種団体 春の530運動
5月17日～6月22
日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

641 埼玉県 B
熊谷市コミュニティづく
り市民協議会

自治会他各種団体 秋の530運動
10月11日～11月
16日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

642 埼玉県 A 川口市 - 公用車によるパトロール 6月2日～6月6日 市内
スピーカーを搭載した公用車で市内を巡回し、音声による啓発活
動及び不法投棄ごみの回収を実施する。

643 埼玉県 AB 和銅保勝会 秩父市 美の山一斉清掃
5月24日、11月後
半

美の山（秩父市黒
谷）

自然公園の特別地域の一斉清掃を実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

644 埼玉県 B 秩父市 自治会等
ごみゼロ作戦『吉田をきれ
いにする日』

6月1日 吉田管内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

645 埼玉県 B 秩父市 自治会等 地域一斉清掃活動
5月25日、11月30
日

荒川管内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

646 埼玉県 B 飯能市 市、自治会等 市民清掃デー
5月18日、11月30
日

市内各地 市民による全市一斉ボランティア清掃活動を実施する。

647 埼玉県 B 飯能市
飯能市環境衛生推
進協議会、飯能市観
光協会

飯能河原を守るキャンペー
ン

8月上旬の日曜日
飯能河原、天覧山
周辺

市職員によるボランティア、飯能市環境衛生推進協議会、飯能市
観光協会などの団体による一斉清掃活動を実施する。

648 埼玉県 AD 飯能市 - 飯能河原河川管理 通年
飯能河原、天覧山
周辺

バーベキュー等で河川を訪れた方に対し、ゴミを投棄せず持ち帰
るようにチラシを配って啓発活動を行い、周辺の住宅地に投棄さ
れないようにパトロールする。

649 埼玉県 DH
飯能市環境衛生推進
協議会

-
ポイ捨て防止マナーアップ
キャンペーン

7月、11月 飯能駅、東飯能駅 駅頭で歩行者等に啓発用ポケットティッシュ等を配布する。

650 埼玉県 A 飯能市 -
不法投棄未然防止パト
ロール

通年 市内 公用車によるパトロール及び不法投棄ごみの回収を実施する。

651 埼玉県 D
飯能市、はんのう市
民環境会議、飯能市
環境衛生推進協議会

- 不法投棄防止活動 通年 市内
運送業者等に「不法投棄は許しません！」のボディパネルの車両
への貼り付けを依頼する。

652 埼玉県 B
飯能市、はんのう市
民環境会議

- 清掃活動 6月、10月
飯能駅、東飯能駅
周辺等

駅周辺のポイ捨てゴミ等の収集をする。また、事業所に期間中の
都合の良い日に事業所周辺の清掃を依頼する。

653 埼玉県 B
加須市コミュニティづく
り協議会、加須市

各種団体、企業等 快適かぞ市民活動 6月1日 加須地域 地域の一斉清掃・美化活動を実施する。

654 埼玉県 B
本庄市コミュニティ協
議会

本庄市 全市一斉清掃 5月30日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

655 埼玉県 B 春日部市、自治会等

春日部環境衛生事
業協同組合、春日部
リサイクル事業協同
組合

春のクリーンデー 5月25日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

656 埼玉県 B 羽生市 自治会等 地域一斉清掃活動 5月25日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

657 埼玉県 B
草加市クリーンふるさ
と推進協議会

草加市 春（秋）の美化運動
5月25日、10月26
日

市内
地域の一斉清掃を通じてまちの美化やごみ問題に関する意識の
醸成を図る。

658 埼玉県 B
越谷市内清掃美化運
動推進協議会

越谷市 越谷市内清掃美化運動 5月25日 市内各駅周辺 市内各駅周辺等の一斉清掃を実施する。

659 埼玉県 A 越谷市 -
不法投棄防止夜間パト
ロール

7月～3月（月1回）
市内不法投棄防止
重点地域

市職員による不法投棄防止夜間パトロールを実施する。

660 埼玉県 B 朝霞市 自治会等 きれいなまちづくり運動
5月25日、10月26
日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

661 埼玉県 B 志木市
志木市川と街をきれ
いにする運動推進協
議会

親と子の市内まるごとク
リーン作戦ＰａｒｔⅠ・Ⅱ

5月第2土曜日、10
月第4日曜日

市内各地 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

662 埼玉県 D 新座市 - 広報紙による啓発 12月、3月 市内 市広報紙への不法投棄防止啓発記事の掲載を行う。

663 埼玉県 A 新座市 - 職員によるパトロール 通年 市内 職員が市内全域で不法投棄に対するパトロールを実施する。

664 埼玉県 B
桶川市、桶川市コミュ
ニティ協議会、桶川市
区長会

自治会等 クリーンおけがわ清掃運動 10月5日 市内
ごみのないきれいなまちづくり運動の啓発を行うとともに、住民の
共同作業をきっかけとして、地域住民の交流を図る。

665 埼玉県 B 久喜市 自治会、市民団体等
ゴミゼロ・クリーン久喜市民
運動

5月最終日曜日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

666 埼玉県 B
八潮市民美化運動推
進協議会

八潮市 ごみゼロ運動 5月25日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

667 埼玉県 ABD 富士見市 富士見市 不法投棄監視・収集事業 通年 市内 市内全域（山林・河川敷等）をパトロールを実施する。

668 埼玉県 BD 三郷市 - 市内一斉清掃 5月25日 市内 市民による市内全域のごみ拾いを実施する。

669 埼玉県 A 坂戸市 - 不法投棄監視パトロール 月10回
市内の道路・山林・
河川敷等

道路、山林、河川敷等をパトロールを実施する。

670 埼玉県 B 鶴ヶ島市 自治会 きれいなまちづくり運動
5月18日、10月19
日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。
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671 埼玉県 A 鶴ヶ島市 -
不法投棄物市内パトロー
ル業務

週1回 市内 高速自動車道側道及び集積所等、重点箇所をパトロールする。

672 埼玉県 A 日高市 -
不法投棄及び野外焼却の
監視パトロール

5月30日～6月5日 市内
不法投棄監視ウィークの看板を公用車及び不法投棄収集運搬委
託業者車両に貼り、市内の不法投棄及び野外焼却の監視パト
ロールを実施する。

673 埼玉県 B
日高市、日高市環境
衛生推進協議会

自治会等
ごみゼロの日・クリーン日
高市民運動

5月25日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

674 埼玉県 A 吉川市 - 不法投棄ごみ撤去 通年 市内 不法投棄ごみ撤去及び防止パトロールを実施する。

675 埼玉県 A 白岡市 - 環境パトロール 通年 市内 不法投棄ごみ撤去及び防止パトロールを実施する。

676 埼玉県 B 白岡市 自治会等 ごみゼロ・クリーン運動 5月25日 市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

677 埼玉県 B 滑川町 町民
環境美化の日町内一斉美
化運動

6月9日
道路、歩道、公園、
広場、水路等

一斉美化運動を実施する。

678 埼玉県 B 嵐山町
地域住民、小中学校
等

美化清掃運動 5月25日
道路、歩道、公園、
広場、水路等

一斉清掃活動を実施する。

679 埼玉県 B 川島町 町、自治会等 ごみゼロ美化運動 6月1日、6月8日 町内 町民による地域の清掃活動を実施する。

680 埼玉県 A 横瀬町 -
クリーンパトロール員不法
投棄防止監視活動

通年 町内
年間を通じて、町民クリーンパトロール員による不法投棄防止監
視活動を実施する。

681 埼玉県 B 皆野町 自治会 彩の国ごみゼロ県民運動 5月25日 町内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

682 埼玉県 H 皆野町 - 不法投棄防止パトロール 月4回 町内
不法投棄を防止するため町内を巡回し、廃棄物を収集・処分場へ
搬入する（シルバー人材センターへ委託）。

683 埼玉県 H
皆野町環境衛生委員
協議会

- 不法投棄廃棄物収集 11月頃 町内 不法投棄廃棄物を収集・処分場へ搬入する。

684 埼玉県 A 長瀞町 -
不法投棄監視及び収集事
業

通年 町内 町内全域（林道・河川含む）をパトロールする。
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685 埼玉県 B 長瀞町 行政区 ゴミゼロ強化月間 5月、10月 町内 住民参加による行政区内一斉清掃を実施する。

686 埼玉県 B 上里町 地域住民 クリーンの日 5月25日 町内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

687 埼玉県 B 行田市 衛生協力会連合会 ごみゼロ運動
4月20日、11月16
日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

688 埼玉県 D
衛生協力会連合会、
行田市

-
衛生連だより「美しいまち」
発行

1月 市内
不法投棄された現場写真を掲載した広報誌を作成し、全戸配布し
て注意喚起を図る。

689 埼玉県 B 深谷市 自治会
春のごみゼロ運動、秋のご
みゼロ運動

5月25日、11月30
日

市内 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

690 埼玉県 B 上尾市
環境美化推進員連
合会

クリーン上尾運動 5月30日 市内各地区 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

691 埼玉県 AB
蕨市、蕨市町会長連
絡協議会、蕨市公衆
衛生推進協議会

-
さわやか環境の日クリーン
わらび市民運動

6月1日、12月7日 市内公共地 住民参加による地域の一斉清掃を実施する。

692 埼玉県 A 蕨市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内公共地 用務員の市内巡回による不法投棄物への速やかな対処を行う。

693 埼玉県 A 伊奈町 - ごみパトロール 通年 町内
不法投棄を防止するため町内を巡回し、廃棄物を収集・処分場へ
搬入する（シルバー人材センターへ委託）。

694 埼玉県 B 伊奈町 地域住民 クリーンデー 7月 町内 町内道路のごみ拾い、草刈等を実施する。

695 埼玉県 B 伊奈町 地域住民 道路愛護 11月 町内 町内道路のごみ拾い、草刈等を実施する。

696 埼玉県 B 伊奈町 - 綾瀬川クリーン大作戦 10月頃 綾瀬川河川敷 綾瀬川河川敷の一斉清掃を実施する。

697 埼玉県 B
伊奈町青少年相談員
協議会

伊奈町 クリーン伊奈町 6月1日 町内 町内の一斉清掃を実施する。

698 埼玉県 B 鳩山町 字・自治会等 クリーン鳩山 5月30日周辺 町内 字・自治会ごとの住民参加による清掃活動を実施する。
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699 埼玉県 A 鳩山町 - 不法投棄監視パトロール 毎月2回 町内 町職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

700 千葉県 A 鎌ケ谷市 - 不法投棄パトロール
5月30日～6月4日
の内1～2日実施

市内
市内を北部と南部でエリア分けし、2班に分かれて不法投棄され
るおそれがあるエリアを監視パトロールする。

701 千葉県 A 館山市 不法投棄監視員 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄監視員によるパトロールを実施する。

702 千葉県 A 長生村 不法投棄監視員 不法投棄監視パトロール 通年 村内
不法投棄の未然防止及び早期発見のため、不法投棄監視員6名
により村内全域を監視パトロールする。

703 千葉県 D 富里市 - 広報誌による啓発活動 6月1日 市内
広報誌による不法投棄防止、土地の適正管理の啓発活動を行
う。

704 千葉県 A 市原市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
職員及び不法投棄専任監視員による監視パトロールを実施す
る。

705 千葉県 A 市原市
不法投棄監視委員
（IDAS（アイダス）委
員）

不法投棄監視パトロール 通年
市内各地域（ＩＤＡS
委員の居住地）

ＩＤＡＳ委員を委嘱した市民（３５名）が、日常的な監視や小規模投
棄物の回収を行い、不法投棄の防止を図る。

706 千葉県 A Ｆ 市原市
不法投棄監視委員
（IDAS（アイダス）委
員）

不法投棄監視に関する研
修会

5月中旬（通知）、6
月6日（実施）

ＩＤＡＳ委員に対し、監視の強化の呼び掛けと職務に関する研修会
を実施する。

707 千葉県 D 市原市 - 広報誌による啓発 6月15日、3月１日 市内
市原市広報に年2回（6月15日はポイ捨て防止、3月1日は不法投
棄防止の特集）掲載し、土地の適正管理や対策について啓発を
行う。

708 千葉県 Ｄ 八千代市 - 横断幕設置 6月2日～6月13日 市役所
八千代市役所駐車場脇フェンスに「不法投棄は許さない！市民
全員で監視中」の内容で横断幕を掲示し、不法投棄の監視と防
止の啓発を行う。

709 千葉県 Ｄ 八千代市 - 懸垂幕設置 6月2日～6月30日 市役所
八千代市役所に「不法投棄ゼロ！市民の監視でごみのないまち
に」の内容で懸垂幕を掲示し、不法投棄の監視と防止の啓発を行
う。

710 千葉県 A 八千代市 -
不法投棄監視夜間パト
ロール

5月29日、5月30
日、6月2日、6月3
日

市内
市職員（クリーン推進課、清掃センター）が、市内の不法投棄常習
箇所を中心に不法投棄防止のための夜間監視パトロールを実施
する。

711 千葉県 D 八千代市 - 八千代市広報特集号掲載 8月 市内
八千代市広報（2回/月発行、発行部数68、100部）に不法投棄防
止の特集（約1ページ）を掲載し、監視と防止の啓発を行う。
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712 千葉県 A 東金市 不法投棄監視員 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄監視員によりパトロールを行う。

713 千葉県 A 佐倉市 -
不法投棄監視休日パト
ロール

6月1日～2日（内
１日）

市内
職員と不当行為防止指導員による不法投棄等の休日監視パト
ロールを実施する（月1回、年間12回）。

714 千葉県 A 佐倉市 -
不法投棄監視平日パト
ロール

開庁日 市内
職員と不当行為防止指導員による不法投棄等の平日監視パト
ロールを実施する。

715 千葉県 A 佐倉市 不法投棄監視員
不法投棄監視員パトロー
ル

5月30日～6月5日
（内1日）

市内の担当区域
不法投棄監視員16名が担当地区の不法投棄等監視パトロールを
実施する（週1回、年間52回）。

716 千葉県 D 佐倉市 -
広報誌やホームページに
よる啓発活動

通年（ホームペー
ジ）、定期掲載（広
報誌）

-
こうほう佐倉5/1号　不法投棄撲滅「しない、させない、許さない」
でＰＲを行う。

717 千葉県 B
なりた環境ネットワー
クと成田市の共催

- 空港周辺道路美化活動 6月24日 国道295、408、51号 実施場所の道路清掃（歩道のみ）を実施する。

718 千葉県 D 富里市 - 広報紙による啓発活動 6月1日 市内
広報紙による不法投棄防止、土地の適正管理の啓発活動を行
う。

719 千葉県 A 大網白里市 不法投棄監視員 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄監視員によるパトロール等を実施し、自然環境を破壊す
るおそれのある不法投棄及び野焼きを未然に防止する。

720 千葉県 A 白井市 - 不法投棄防止対策事業 通年 市内
不法投棄が多発する場所について、市　環境課職員において、夜
間パトロールを実施する。

721 千葉県 A 酒々井町 不法投棄等監視員 不法投棄一斉パトロール 通年 町内
不法投棄等監視員による一斉パトロール及び散乱ごみの収集を
行う。

722 東京都 D 稲城市 -
「不法投棄禁止」看板の配
布

通年 市内 不法投棄多発地点等に禁止看板を設置し、防止を図る。

723 東京都 G 稲城市 - 懸垂幕掲示 5月20日～6月7日 市役所本庁舎南側
ごみ減量を市民に呼び掛けるため、市役所本庁舎南側に2週間
程度懸垂幕を掲示する。

724 東京都 D 稲城市 - 広報紙掲載 5月15日 市内 広報紙によるごみ減量・不法投棄防止をＰＲする。

725 東京都 B
稲城市環境美化市民
運動推進本部

稲城市
第40回稲城市環境美化市
民運動

7月27日 市内 市民による市内一斉清掃活動を実施する。
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726 東京都 D
稲城市廃棄物減量等
推進員

稲城市 「ごみ減量だより」発行 4月、12月（年2回） 市内

身近なところで地域のリーダーとして日頃より活動している推進員
の立場から、ごみ減量の工夫や地域での活動の様子を発信し、
より一層のごみの減量、分別マナーについてを人から人へ、手か
ら手へと情報を共有してもらうため、自治会・マンション管理組合
等で回覧・掲示、その他公共施設配布用にチラシを作成・発行す
る。

727 東京都 A
稲城市廃棄物減量等
推進員

稲城市 不法投棄防止パトロール 通年 市内
各自治会・管理組合より選出された市民で構成される稲城市廃棄
物減量等推進員による見回り活動を実施する。

728 東京都 B 江戸川区
町会・自治会他各種
団体

一斉美化運動 年2回 区内
町会・自治会、子ども会等の参加により、区内全域で美化運動を
実施する。

729 東京都 E、G 江戸川区 -
環境フェア　環境をよくする
運動中央大会

6月7日
江戸川区総合文化
センター

環境をよくする運動について広く啓発するとともに、活動内容報告
と活動計画の発表を行う。また、省エネや省資源、ごみ減量など、
地球温暖化防止につながる取り組みの周知、啓発を行う。

730 東京都 D 江戸川区 - 広報誌による啓発活動 年3回 区内 ３Ｒ事業についての周知、啓発を行う。

731 東京都 C 江戸川区
町会・自治会他各種
団体

資源集団回収活動 通年 区内
資源ごみ集団回収登録団体による資源ごみ集団回収を実施す
る。

732 東京都 Ｆ 江戸川区 - 出前講座 随時 区内
リサイクル方法について、町会・自治会等に出向き、講座を開催
する。

733 東京都 C 江戸川区
町会・自治会他各種
団体

フリーマーケット 随時 区内 フリーマーケットにより「リユース」の推進を図る。

734 東京都 B
青梅市、青梅市環境
美化委員連合会

各地区環境美化委
員会

春のクリーン＆スリム大作
戦

5月11日 市内
環境美化委員連合会の呼びかけによる市内公共空間の一斉清
掃を実施する。

735 東京都 D 葛飾区 - 清掃車を利用したPR 通年 -
清掃車の車体に不法投棄撲滅PR用マグネットシールを貼付し、
区民への周知を図る。

736 東京都 A 葛飾区
不法投棄防止協力
員

不法投棄防止協力員の設
置

通年

各協力員の居住す
る自治会の区域内
の道路及び河川敷
等

不法投棄物及び不法投棄者を発見した場合の清掃事務所等へ
の連絡・通報、自治町会員等からの不法投棄に関する情報の受
付・連絡を行う。

737 東京都 G 葛飾区 -
不法投棄防止警告看板の
設置

通年 区内の集積所 不法投棄が多発する集積所へ不法投棄防止看板を設置する。
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738 東京都 A 葛飾区 事業者
不法投棄防止監視業務委
託(夜間)

年間156日 区内
夜間の不法投棄防止監視パトロール活動を実施する（監視ウィー
クには毎日実施）。

739 東京都 D 葛飾区 -
広報誌・ホームページ等に
よる普及啓発

ウィーク期間中 -
広報かつしか（5月25 日号）や 飾区ホームページなどを活用し
て、広く団体・企業を含む区民の理解と協力を得るよう努める。

740 東京都 A 葛飾区 区職員 区内パトロール 通年 区内 区職員による日常的な区内パトロールを実施する。

741 東京都 B 多摩川を美しくする会 稲城市 第35回多摩川清掃 4月6日 多摩川 市民による多摩川河川敷等の清掃活動を実施する。

742 東京都 B 中央区
町会・自治会、企業、
交通事業者、小中学
校・幼稚園など

クリーンデー
5月26日（一部企
業、学校は別日
程）

参加団体の周辺区
域

歩道・植え込み・緑地帯を中心に、散乱している、空き缶・たばこ
の吸い殻などを清掃する。

743 東京都 ABD 羽村市
町内会・自治会、廃
棄物収集委託業者

①ごみ不法投棄監視
ウィーク
②市内いっせい美化運動

①5月25日～5月
31日、②5月25
日、11月9日

市内

1　市及び協力団体の車両に「不法投棄監視ウィーク・パトロール
実施中」の表示を行う。5月25日を統一行動日とし、町内会・自治
会が行う「市内いっせい美化運動」で、不法投棄監視パトロールを
実施する。
2　道路や公園などの公共施設やその周辺のごみの回収を行い、
市内をきれいにする。

744 東京都 A 町田市 -
不法投棄防止
監視パトロール

週2回 市内 不法投棄重点地区及びごみ集積所のパトロールを実施する。

745 東京都 DH 町田市 - 統一美化キャンペーン 5月30日前後 市内各地

関東甲信越静環境美化推進連絡協議会が定めるごみゼロデー
（5月30日）前後の日程で、ごみゼロデーの周知を目的として、ポ
スターの掲示等を行う。また、町内会・自治会が実施している美化
活動の実態について把握するため、アンケート調査を行う。

746 東京都 B 町田市 地域住民
統一美化キャンペーン（町
田駅周辺散乱ごみ一斉清
掃）

5月30日 町田駅周辺
関東甲信越静環境美化推進連絡協議会が定めるごみゼロデー
（5月30日）に合わせ、地域住民等との協働により、町田駅周辺に
てポイ捨てごみの清掃活動を行う。

747 東京都 G 八王子市 -
八王子環境フェスティバル
において不法投棄関連
ブース設置

6月2日
八王子駅北口西放
射線ユーロード

パネル・ポスター展示による啓発活動を実施する。

748 板橋区 B
エコポリス板橋
環境行動会議

- 板橋クリーン作戦 5月～6月、11月 区内

実施主体が区内の町会・企業・学校・老人クラブ・個人などに呼び
かけ、期間中、区内全域を対象に清掃活動を実施する。なお、期
間中のいずれかの日には、区内の駅一か所で啓発活動（ティッ
シュ配布と呼びかけ）を行う。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

749 東京都 DH 町田市 地域住民、商店会等
ポイ捨て・路上喫煙禁止
キャンペーン

5月20日
鶴川駅周辺美化推
進重点区域内

ごみのポイ捨て及び路上喫煙に関するマナー向上を目的として、
地域住民等との協働により、ポイ捨てごみの清掃及び啓発品の
配布を行う。（このほか、平成26年度内に、町田駅周辺、成瀬駅
周辺でも実施予定。）

750 東京都 A 町田市 -
不法投棄防止、夜間監視
パトロール

6月中 市内
青色回転灯装着車両にて、防犯を兼ねた不法投棄重点地区等の
夜間パトロールを実施する（このほか、9月、12月、3月にも実施予
定）。

751 東京都 AD 町田市 地域住民 早朝キャンペーン 年2～3回 市内
主に大規模の集合住宅（団地）にて、地域住民との協働による分
別・資源化啓発活動を行う（このほか、地域住民要望により随意
実施を予定）。

752 東京都 B
三沢川一斉市民清掃
推進本部

稲城市 第5回三沢川清掃 3月1日 三沢川 市民による三沢川河川敷等の清掃活動を実施する。

753 東京都 A
小平市廃棄物減量等
推進員

小平市 不法投棄監視ウィーク 年2回 市内
ごみ集積所に不法投棄禁止看板の設置。廃棄物減量等推進員
による監視パトロールを実施する。

754 東京都 C 港区
みなと環境にやさし
い事業者会議ほか

エコライフ・フェアＭＩＮＡＴＯ 5月23日
港区立有栖川宮記
念公園

環境問題やごみ・資源に関するクイズラリー、コンサート、パネル
展示のほか、古着の回収、不用家具の無料配布などを行う。

755 東京都 B 新宿区
町会、自治会、企業
など

春のごみゼロデー 5月30日 区内
歩道・植え込みを中心に、空き缶やたばこの吸い殻などの清掃を
する。

756 東京都 B 西東京市
高齢者クラブ連合
会・シルバー人材セ
ンター・市民

環境美化キャンペーン 5月31日 市内
関東甲信越静環境美化推進連絡協議会が定める一斉清掃に合
わせ、高齢者クラブ連合会やシルバー人材センターと市民が清掃
を行う。

757 東京都 B
「まちの美化と安全を
推進する事業」市民
会議

西東京市・商店街・
高齢者クラブ連合会

「ポイ捨て・路上喫煙防止」
キャンペーン

6月12日、7月10
日、10月16日、11
月20日、3月19日

柳沢駅、東伏見駅、
ひばりヶ丘駅、保谷
駅、田無駅

街の美化の推進と安全の確保を図るために駅周辺の清掃活動と
マナーの向上を呼びかける等の啓発活動を実施する。

758 東京都 G 西東京市 -
環境フェスティバルにおい
て電動生ごみ処理機・ダン
ボールコンポストの展示

5月25日 いこいの森公園 ごみの減量及び資源化を行うためにPRを実施する。

759 東京都 C
美住リサイクルショッ
プ運営委員会（東村
山市）

各種団体 夢ハウス祭り 6月2日
美住リサイクル
ショップ

リデュース・リユース・リサイクルの３Ｒ事業の推進を図る。

760 東京都 A 東村山市 - 市内パトロール 通年 市内
不法投棄多発箇所を重点的に、市内全域のパトロール及び回収
を実施する。また、多発箇所においては看板掲示による不法投棄
禁止の啓発を行う。
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761 東京都 A
東村山市廃棄物減量
等推進員

- 担当地区現況報告 通年 市内
1丁につき１名選出された市民（計５３名）で構成される東村山市
廃棄物減量等推進員による担当地区の見回りにおいて、「ルール
違反」ステッカー貼付、市への通報を行う。

762 東京都 D 昭島市 -
「不法投棄禁止」看板の配
布

通年 市内 不法投棄多発地点等に禁止看板を設置し、防止を図る。

763 東京都 B 瑞穂町 地域住民 瑞穂町全町一斉清掃 6月1日 町内
午前8時から午前9時までの1時間、住民が落ちているゴミを拾う
活動を実施する。拾ったゴミの収集所では、清掃を終えた方に
ゴーヤの苗を配布する。

764 東京都 B
あきしま街なみクリー
ンアクション実行委員
会

昭島市 市内クリーン運動 5月24日～6月1日 市内公道など
毎年5月30日＝ゴミゼロデー運動と歩調を合わせ、期間内に、市
内の公道や実施団体の決めた場所を清掃する活動を実施する。

765 東京都 B 西東京市 -
「環境フェスティバル」ごみ
拾い散歩

5月25日 いこいの森公園
きれいなまちづくりや健康づくりのため、自宅から環境フェスティ
バル会場までの路上・公園・広場などに落ちているごみを拾いを
実施する。

766 東京都 C 港区 -
区の広報誌･ホームページ
による啓発

ウィーク期間中 -
広報誌は6月1日発行分に啓発記事を掲載する。また、ウィーク期
間中については、区のホームページにコンテンツを掲載する。

767 東京都 C 江戸川区
粗大ごみを排出する
区民

粗大ごみからの小型家電
リサイクル事業

通年 区内
粗大ごみ中継所で小型家電及び資源化可能物を選別し、リサイ
クル事業者に売却する。

768 東京都 A 国分寺市 - 不法投棄防止パトロール ４月中旬以降 市内
早朝、夜間不法投棄防止監視パトロールを実施する（昼間は通
年）。

769 東京都 H 国分寺市 -
喫煙マナーアップキャン
ペーン

通年 市内の駅前
毎月第3火曜日夕方5時30分～18時30分駅前で路上喫煙及びポ
イ捨て防止啓発活動を行う。

770 東京都 B 国分寺市 自治会等 国分寺市クリーン運動 11月 市内 自治会等の団体が市内の道路や公園等の一斉清掃を行う。

771 神奈川県 B 寒川町 - 相模川美化キャンペーン 5月25日

寒川町川とのふれ
あい公園から相模
川河川敷(神川橋下
流)

美化運動により美化意識の向上及びゴミのないまちづくりの推進
を図る。

772 東京都 G 八王子市 -
八王子環境フェスティバル
において不法投棄関連
ブース設置

6月7日
八王子駅北口西放
射線ユーロード

パネル・ポスター展示による啓発活動の実施する。
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773 東京都 B 武蔵野市 地域住民 ごみゼロデー 6月1日 JR各駅周辺 地域住民参加によるJR各駅周辺の一斉清掃を実施する。

774 東京都 A 小金井市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
市内全域の不法投棄監視パトロール、不法投棄物の回収及び不
法投棄禁止看板の設置を行う。

775 東京都 B 小金井市 ごみゼロ化推進委員 一斉美化運動 年1回 市内 市内全域で美化運動を実施する。

776 東京都 D 小金井市 - 広報誌による啓発活動 年4回 市内
ごみ減量・リサイクル特集号を年４回発行し、3Ｒ事業等について
の啓発活動を実施する。

777 東京都 Ｆ 小金井市 - 出前講座 随時 市内
ごみ減量・資源化の推進等について、小・中学校及び町会・自治
会等に出向き講座を実施する。

778 東京都 Ｄ 日野市 -
ごみゼロウィークの広報に
よる啓発

6月1日 広報誌
市で発行する広報紙において、5月30日～6月5日までの期間が
全国不法投棄防止監視ウィークであることの周知と不法投棄発
見時の通報等の協力を依頼する記事を掲載する。

779 東京都 Ｂ 日野市 地域住民 一斉清掃活動 春と秋の2回 市内全域 5月と11月の日曜日に自治会単位での清掃活動を実施する。

780 東京都 Ｂ 日野市 地域住民
多摩川・浅川クリーン大作
戦

春に開催
市内に流れる2本の
河川敷

市民団体・地域住民にとともに河川敷の清掃活動を実施する。

781 東京都 Ｂ 日野市 地域住民 地域清掃の推奨 通年 市内
市内で自治会や子ども会、市民団体等が清掃活動を実施。市は
収集したごみを回収する。

782 東京都 G 三鷹市
三鷹市ごみ減量等推
進委員

ゴミゼロキャンペーン 5月30日 市内駅前（4か所）
ティッシュ、水切りネットの配布。路上のごみ拾い。プラカード、の
ぼり旗、パッカー車の巡回による広報活動を行う。

783 東京都 G 三鷹市
三鷹市ごみ減量等推
進委員

不法投棄防止キャンペーン 6月3日、6月5日 三鷹駅南口
ティッシュの配布、路上のごみ拾い、プラカードによる広報、啓発
用ステッカーを貼った車によるパトロールを行う。

784 東京都 B
狛江市美化運動推進
実行委員会

狛江市 第36回多摩川統一清掃 4月12日 多摩川 市民等による多摩川河川敷等の清掃活動を実施する。

785 東京都 D 狛江市 -
「不法投棄禁止」看板の配
布

通年 市内 不法投棄多発地点等に禁止看板を設置し、防止を図る。

786 東京都 B 国立市
町会、自治会、企業
等

春の一斉清 5月25日 市内 自治会等の団体が市内の道路や公園等の一斉清掃を行う。
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787 東京都 A 国立市 - ごみ減量キャンペーン 通年 市内の駅前
駅前で毎月2回（第2週目、第4週目）夕方1時間（月内で開始時間
を変更：5時30分～、6時00分～、6時30分～、7時00分～）、ごみ
減量の啓発活動と路上喫煙等禁止区域の周知を行う。

788 東京都 A 瑞穂町 - 環境パトロール 通年 町内
環境監視員による町内パトロールにより、不法投棄物の回収を行
う。

789 東京都 C 瑞穂町 - フリーマーケット「青空市」 毎月 エコパーク フリーマーケットにより「リユース」の推進を図る。

790 東京都 B 江東区
町会・自治会他各種
団体

一斉清掃 5月25日、11月9日 区内 町会・自治会等の参加により、区内全域で一斉清掃を実施する。

791 東京都 D 江東区 - 「江東清掃ニュース」発行 月1回 区内
広報紙、ホームページ等による清掃事業の普及・啓発を行う。環
境学習等にも活用し、区民への意識啓発に取り組む。

792 東京都 A 葛飾区 区、地域、関係機関
地域との協働による不法
投棄防止対策（モデル事
業）

通年 各自治会の地域内
地域や区、関係機関による取組みで不法投棄されない環境づくり
を目指したモデル事業として実施する。

793 東京都 A 調布市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内 市内を巡回し、発見した際には指導を行う。

794 東京都 A 調布市 -
不法投棄防止夜間集中パ
トロール

3月末 市内 夜間（18時～0時）に市内を巡回し、発見した際には指導を行う。

795 東京都 D 調布市 -
不法投棄禁止看板の設
置、シールの頒布

通年 ごみ対策課
私有地への不法投棄禁止を訴える看板を設置し、又は同内容の
シールを頒布する。

796 東京都 D 調布市 - 広報紙の発行 7月、11月、3月 市内
ごみの分別・減量を啓発する広報紙「ザ・リサイクル」を年３回発
行し、全戸配布をする。

797 東京都 B 調布市 - 多摩川クリーン作戦 4月13日 多摩川
市民による多摩川河川敷等の清掃活動を実施する。このほか１１
月第２日曜日実施予定。

798 東京都 B
調布市立第6中学校
教育懇談会

調布市 野川クリーン作戦
11月下旬～12月
上旬

野川 市民による野川河川敷等の清掃活動を実施する。

799 東京都 B 調布市 - 調布駅前クリーン作戦 7月24日 調布駅前 市民参加により、調布駅周辺の清掃活動を実施する。

800 東京都 AB 調布市 -
喫煙マナーアップキャン
ペーン

11月中旬（平日5
日間）

市内各駅前
市内業者、自治会、市民の協力マナー啓発活動・清掃活動を実
施する。
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801 神奈川県 H
厚木市
環境事業課

- 監視カメラ点検巡回 5月30日～6月5日 市内 市内に設置監視カメラの点検巡回を実施する。

802 神奈川県 H
厚木市
環境事業課

- 看板配布 随時 市内 不法投棄防止看板の配布、設置を行う。

803 神奈川県 D
厚木市
環境事業課

- 収集車放送 5月30日～6月5日 市内 ごみ収集車の放送による監視ウィークの周知・啓発を行う。

804 神奈川県 D
厚木市
環境事業課

- ポスター掲示 5月30日～6月5日 市内 ポスター掲示による監視ウィークの周知・啓発を行う。

805 神奈川県 DG 綾瀬市
綾瀬市
美化運動推進協議
会

投棄防止キャンペーン 6月29日 あやせタウンヒルズ 啓発用ティッシュ配付、投棄防止のぼり掲出を行う。

806 神奈川県 B 綾瀬市 - 美化キャンペーン 6月1日 市内 市内一斉清掃を実施する。

807 神奈川県 B 綾瀬市 - 比留川クリーンウォーク 7月5日 準用河川比留川
ごみ拾いをしながら比留川沿いを歩き、市民に河川環境の現状を
知ってもらう。

808 神奈川県 B 伊勢原市
伊勢原市衛生委員
会

市民総ぐるみ大清掃 9月21日、3月1日 市内
市民による一斉清掃（道路、公園などの公共の場所）を実施す
る。不法投棄物の回収を行う。

809 神奈川県 C 小田原市 - リサイクル・リユースフェア 調整中
小田原市環境事業
センター

ごみとして搬出された家具等を整備し販売する。

810 神奈川県 B 環境ボランティア協会 小田原市
環境美化促進重点地区美
化啓発キャンペーン（清掃）

4月3日、4月17
日、5月1日、5月
15日、7月3日、7
月17日、8月7日、
8月21日、10月2
日、10月16日、11
月6日、11月20
日、1月22日、2月
5日、2月19日

小田原駅周辺 官民協働による道路清掃を実施する。

811 神奈川県 B
小田原市自治会総連
合

小田原市 クリーンさかわ 5月18日

酒匂川報徳橋上流
（大井町との行政
境）～酒匂橋の両
岸・酒匂海岸

地域住民による河川一斉清掃を実施する。

812 神奈川県 B
小田原市自治会総連
合・小田原市

- 全市一斉美化清掃 11月9日 市内 市民による自宅周辺清掃を実施する。
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813 神奈川県 B 開成町 自冶会 かいせいクリーンデー 7月6日、3月1日
開成町内の酒匂川
沿岸

開成町内の河川を中心とした地区内の清掃活動を実施する。

814 神奈川県 A 清川村 - 不法投棄監視ウィーク 6月2日
法論堂林道、県道
70号線

村直営による不法投棄防止パトロールを実施する。

815 神奈川県 B
クリーンかまくら連絡
会
鎌倉の海を守る会

鎌倉市 クリーンアップかまくら2014
5月6日、5月25
日、9月23日、9月
28日

市内 クリーン活動を実施する。

816 神奈川県 B
国府津地区連合自治
会

-
国府津地区ポイ捨て防止
キャンペーン

7月24日、10月23
日、1月22日

国府津学習館～巡
礼街道～青果市場・
国府津駅周辺道路

地域住民による道路清掃を実施する。

817 神奈川県 B 寒川町 -
目久尻川・小出川河川美
化キャンペーン

2月28日 目久尻川・小出川
地域に身近な河川の美化の啓発や、地域での河川美化のボラン
ティア活動の輪を広げる。

818 神奈川県 B
山王川・久野川を美し
くする会

- 山王川・久野川一斉清掃 5月31日
山王川・久野川本流
域

地域住民による河川一斉清掃を実施する。

819 神奈川県 B
下府中地区連合自治
会

-
下府中地区ポイ捨て防止
キャンペーン

毎月第4木曜日 地区内各道路 地域住民による道路清掃を実施する。

820 神奈川県 A 茅ヶ崎市 -
不法投棄夜間監視パト
ロール

年2回(6月・11月) 市内 市職員による不法投棄夜間監視パトロールを行う。

821 神奈川県 B 中井町 町民 春季・秋季一斉清掃 5月11日、9月14日 町内 自治会単位で各自治会内の清掃活動を行う。

822 神奈川県 AD 箱根町 -
箱根町観光美化パトロー
ル隊活動

通年 町内
月４回ハイキングコースを巡回し、点検と美化を行うほかハイカー
に対してゴミの持ち帰りを呼びかける。

823 神奈川県 B 葉山町 - クリーン葉山 5月 町内海岸 海岸一斉美化活動を実施する。

824 神奈川県 C
環境フェスタ実行委員
会

葉山町 第26回葉山環境フェスタ 6月8日
葉山町福祉文化会
館

リユースバザー、環境に関するワークショップ、展示、映画等上映
等を実施する。

825 神奈川県 B
まちをきれいにする
会、家庭倫理の会小
田原

-
東海道五十三次クリーン作
戦

6月8日
国道1号線(小田原
市内)

地域ボランティア団体による道路清掃を実施する。
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826 神奈川県 B 松田町 町民
松田町市街化区域内側溝
清掃

4月20日、5月11日 町内 町内の側溝清掃を実施する。

827 神奈川県 B
真鶴町・真鶴町観光
美化推進協会

（公）かながわ海岸美
化財団

ビーチクリーンアップ2014 5月24日 真鶴町岩海岸 町職員、町民参加等による海岸清掃を行う。

828 神奈川県 A 三浦市 - 不法投棄夜間パトロール
5月30日、6月3
日、6月5日

三崎地区、南下浦
地区、初声地区

三浦市内を３区域に分け１９時から２３時まで夜間パトロールを行
う。

829 神奈川県 H
南足柄市環境美化週
間事業実行委員会

南足柄市 環境フェア
6月18日～6月21
日

南足柄市役所 環境保全の意識啓発を行う。

830 神奈川県 B
大和市、大和市自治
連絡協議会

- 清掃の日 5月25日 市内
自宅付近の生活道路、公園、広場等の公共の場所の清掃を行
う。

831 神奈川県 A 湯河原町 -
不法投棄散乱ごみ監視パ
トロール

随時
椿ライン・白銀林道・
広域農道・城堀林道

町内山間部における監視パトロールを実施する。

832 神奈川県 B 愛川町 愛川町区長会
あいかわごみゼロ・クリー
ンキャンペーン

5月26日 町内 愛川町内各地での一斉清掃活動を実施する。

833 神奈川県 G 綾瀬市 -
あやせ環境月間（環境パネ
ルの展示）

5月19日～7月11
日

本庁舎、市内ショッ
ピングセンター

環境パネルを展示する。

834 神奈川県 A 綾瀬市 -
不法投棄監視強化夜間合
同パトロール

6月 市内10か所 不法投棄パトロール及び撤去を行う。

835 神奈川県 H 綾瀬市
綾瀬市、美化運動推
進協議会

美化ポスター 標語・美化運
動推進功労者表彰式

11月中旬 本庁舎
関係機関より美化運動推進功労者として推薦してもらい、綾瀬市
美化運動推進功労者表彰要綱に基づき審査を行い、表彰する。

836 神奈川県 A 伊勢原市 - 不法投棄パトロール 毎月末等 市内 職員による不法投棄防止のパトロール及び回収作業を行う。

837 神奈川県 H 伊勢原市 - 環境衛生功労者表彰 5月30日
伊勢原市民文化会
館

美化活動や清掃事業、保健事業等の環境衛生の向上に対し、積
極的に取り組んでいる個人・団体を表彰する。

838 神奈川県 A 海老名市
海老名市資源協同
組合

不法投棄調査・指導パト
ロール

毎週水曜日 市内各地
市内ごみ集積所へ、不法投棄されたものの回収及びパトロール
や指導を行う。
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839 神奈川県 B 海老名市

東柏ヶ谷小学校区域
内
自治会、各企業、
市民協力団体

平成26年度　えびなクリー
ン作戦

6月15日

東柏ケ谷小学校区
域内公道等(東柏ケ
谷四丁目から六丁
目)

海老名市実施区域内での一斉清掃活動を実施する。

840 神奈川県 B
厚木市
河川ふれあい課

-
「県央相模川サミット」六市
町村合同クリーンキャン
ペーン

5月18日
相模川三川合流点
河川敷

河川敷の美化清掃を実施する。

841 神奈川県 D
厚木市
環境事業課

- ホームページ 5月23日～6月5日 市内 広報啓発（ホームページなどによる周知、啓発）を行う。

842 神奈川県 A
厚木市
環境事業課

- 不法投棄監視活動 随時 厚木 職員による監視パトロールを実施する。

843 神奈川県 B
厚木市
生活環境課

-
厚木まち美化パートナー制
度

不定期 厚木 里親制度によるボランティアを行う。

844 神奈川県 B
厚木市
生活環境課

-
厚木市みんなで守る美しい
環境のまちづくり条例キャ
ンペーン

月１回
本厚木駅、愛甲石
田駅

条例の啓発（ポイ捨て防止・路上喫煙など）を行う。

845 神奈川県 D 三浦市 -
広報誌による不法投棄防
止啓発

5月 市内全戸配布
市広報誌「三浦市民」に不法投棄防止記事を掲載し不法投棄防
止に関する市民意識の啓発を図る。

846 神奈川県 H A 山北町 - 町内一斉撤去事業 1月～3月 町内 一斉撤去・処分を行う。

847 神奈川県 H 山北町 - 美化推進団体助成事業 通年 町内 美化推進団体に対する助成事業を行う。

848 神奈川県 B 山北町 -
山北町統一美化クリーン
キャンペーン

10月19日 町内 美化清掃を行う。

849 神奈川県 B
小田原市・まちをきれ
いにする会

小田原市 ツーデーマーチ事前清掃 11月9日
市内ツーデーマー
チコース

官民協働による清掃活動を行う。

850 神奈川県 B 座間市
各種ボランティア団
体

相模川クリーン推進事業 9月7日
相模川座架依橋付
近

相模川座架依橋付近の一斉清掃活動を実施する。
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851 神奈川県 AD 逗子市 -
空き缶等及び吸い殻等の
散乱防止キャンペーン

各月最終週のうち
各１日間

JR逗子駅周辺、京
急新逗子駅周辺等

逗子市空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに歩行中の喫煙防止
等に関する啓発活動促進要綱第４条第１項に基づく啓発活動促
進地区に指定しているＪＲ逗子駅前の歩道上等において、空き缶
等及び吸い殻等の散乱の防止をよびかけるとともに、ポケット
ティッシュなどの啓発物品を配布する。

852 神奈川県
CDEＦ
GH

ずし環境フェスティバ
ル実行委員会

逗子市 環境フェスティバル 6月7日、6月8日
逗子市役所庁舎及
びその周辺

市民団体と市が協力して環境に関連した展示やワークショップを
行う。

853 神奈川県 B 逗子市 - 散乱ごみ回収業務委託

5月7日、5月30
日、6月8日、6月
27日（以降各月2
日間～4日間）

おもに市内の主要
な道路沿い

受注業者が、市内の主要な道路沿いに散乱したごみを回収し、市
の指定する場所に搬入する。

854 神奈川県 B 大磯町
大磯町区長連絡協
議会

平成26年度町ぐるみ美化
キャンペーン

5月25日
町内海岸、公園等
公共空地及び公共
施設等

大磯町内各地での一斉清掃活動を実施する。

855 神奈川県 B 中井町 町民 ごみ拾いウォーキング 11月8日
グリーンテクなかい
内道路、広域農道

グリーンテクなかい内道路、広域農道で美化活動を行う。

856 神奈川県 B 藤沢市
藤沢市生活環境連
絡協議会

ゴミゼロクリーンキャンペー
ン

5月25日
片瀬・鵠沼・辻堂海
岸

海岸清掃を実施する。

857 神奈川県 B 南足柄市環境課 ボランティア 清掃ボランティア 通年 南足柄市 市内の清掃（主に美化重点区域の清掃）を実施する。

858 神奈川県 A 南足柄市環境課 自治体
不法投棄・散乱ゴミ総合対
策推進事業

通年 南足柄市 不法投棄パトロール・回収作業を実施する。

859 神奈川県 B
南足柄市自治会長連
絡協議会

南足柄市 美化デー 6月15日 南足柄市 市内一斉清掃を実施する。

860 神奈川県 A 二宮町 - 不法投棄パトロール 6月2日 町内 監視パトロール活動を行う。

861 神奈川県 B 二宮町 地域住民
湘南にのみや海岸530(ゴミ
ゼロ)キャンペーン

5月24日 町内 一斉清掃を実施する。

862 神奈川県 B 箱根町 - ゴミゼロキャンペーン 5月下旬 湯本周辺
「平成26年度かながわクリーン運動」に呼応して、美化清掃を行う
とともにゴミ袋を配布してゴミの持ち帰りを呼びかける。
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863 神奈川県 AD 箱根町 -
平成26年度ごみ持ち帰り
運動

10月上旬、11月3
日

箱根湿生花園～す
すき草原、箱根湯本
駅周辺

観光客が多い時期に、ゴミ袋を配布してゴミの持ち帰りを呼びか
けるとともに美化清掃を行う。

864 神奈川県 B 箱根町 - 第52回美化大会 8月7日 湯本地域
全町統一清掃日とし美化思想の普及を図る他大会式典で美化功
労者及び美化コンクール入賞者の表彰を行う。

865 神奈川県 Ｆ
箱根町及び
箱根町教育委員会

-
観光美化・自然愛護　標
語・作文・ポスターコンクー
ル

4月～8月 町内
町内小中学校の児童生徒を対象に「観光美化・自然愛護」をテー
マとした標語・作文・ポスターを募り、観光美化推進の普及と啓発
を図る。

866 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推進委
員長連絡協議会、平塚
市ごみ減量化推進員会

第19回ごみゼロクリーン
キャンペーン

5月30日 平塚駅周辺
平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の啓発及び駅前の清掃
活動を実施する。

867 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推進委
員長連絡協議会、平塚
市ごみ減量化推進員会

第91回まちぐるみ大清掃 5月25日 市内 公共の場を中心に清掃活動を実施する。

868 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推進委
員長連絡協議会、平塚
市ごみ減量化推進員会

平塚市さわやかで清潔な
まちづくり条例キャンペー
ン

9月28日 平塚駅周辺
平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の啓発及び駅前の清掃
活動を実施する。

869 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推
進委員長連絡協議
会

七夕まつりクリーンキャン
ペーン

7月5日 平塚駅周辺 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の啓発を行う。

870 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推進委
員長連絡協議会、平塚
市ごみ減量化推進員会

年末さわやかで清潔なまち
づくりキャンペーン

12月14日 平塚駅周辺
平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の啓発及び駅前の清掃
活動を実施する。

871 神奈川県 A 茅ヶ崎市 -
不法投棄夜間監視パト
ロール業務委託

5月9日～5月23
日、6月13日～6月
27日、7月11日～7
月25日、11月14日
～11月28日、12月
12日～12月26日、
2月13日～2月27
日

市内 市委託業者による不法投棄防止夜間監視パトロールを行う。

872 神奈川県 D 茅ヶ崎市 - 不法投棄通信の掲示 6月1日～6月30日 市内
広報掲示板に不法投棄防止用啓発ポスター『不法投棄通信』を
掲示する。
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873 神奈川県 A 愛川町 - 不法投棄巡回パトロール 通年 町内
毎週水曜日、不法投棄監視パトロール及び撤去シルバー人材セ
ンターに委託する。

874 神奈川県 H 愛川町 - 河川清掃 5月～9月 町内河川敷
5月から9月まで、町内河川敷の清掃活動シルバー人材センター
に委託する。

875 神奈川県 H 愛川町 -
不法投棄監視パトロール
中のぼり旗設置

通年
町内（不法投棄多発
箇所）

不法投棄多発箇所にのぼり旗の設置を行う。

876 神奈川県 H 愛川町 - 不法投棄禁止看板の設置 通年
町内（不法投棄多発
箇所）

不法投棄多発箇所に看板を設置する。

877 神奈川県 H 愛川町 - 不法投棄防止柵の設置 通年
町内（不法投棄多発
箇所）

不法投棄多発箇所に防止柵を設置する。

878 神奈川県 CDGH 愛川町 - 環境フェスタ 11月
愛川町文化会館周
辺

ごみの減量化・再資源化の必要性、環境やエネルギー問題につ
いて学んでいただく機会を提供し、環境にやさしいライフスタイル
へと転換を図る契機としてイベントを開催する。

879 神奈川県 A 湯河原町 -
ごみ集積所における特定
家電等不法投棄防止夜間
パトロール

12月
湯河原町内各ごみ
集積所

不法投棄が多くみられる町内各ごみ集積所の夜間パトロールを
実施する。

880 神奈川県 D 大井町 - 広報紙による啓発 6月1日
広報おおいおしらせ
版

広報紙へ掲載し普及啓発を図る。

881 神奈川県 H
大磯ビーチクリーン実
行委員会

- 大磯ビーチクリーン事業 毎月第1日曜日 大磯北浜海岸 北浜海岸の清掃活動を実施する。

882 神奈川県 H
大磯町老人
クラブ連合会

- 美化推進事業 毎週1回程度
町内公園、共同墓
地等

町内公園、共同墓地等の清掃活動を実施する。

883 神奈川県 B
湘南海岸をきれいに
する会

大磯町
街頭美化及び特別美化
キャンペーン

7月21日
大磯北浜海岸、大
磯照ヶ崎海岸

海岸清掃及び啓発物品の配布を行う。

884 神奈川県 G 大磯町 -
美しいまちづくり条例啓発
キャンペーン

調整中 未定 条例啓発物品を行いポイ捨ての禁止等を呼びかける。

885 神奈川県 B 寒川町 -
さむかわまちぐるみ美化運
動(第１回、第２回)

6月29日、11月9日 町内
町民や各種団体、事業所の参加による町内一斉清掃を実施す
る。

886 神奈川県 H
寒川町に在住、在勤、
在学する団体又は個
人

- 環境美化活動 年間随時 寒川町 寒川町内で自主的な活動を行う地域団体等に助成する。
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887 神奈川県 A
秦野市地区不法投棄
防止キャンペーン事
業実行委員会

秦野市
不法投棄物監視パトロー
ル

調整中 市内 市内各地の不法投棄物の監視パトロール（年４回）を実施する。

888 神奈川県 D
秦野市地区不法投棄
防止キャンペーン事
業実行委員会

秦野市 美化キャンペーン事業 8月中
秦野駅北口バス乗
り場周辺、渋沢駅北
口バス乗り場周辺

登山者やハイカー等を対象にウェットティッシュ、ポケットティッ
シュ、ごみ袋を配布し、ごみのポイ捨て防止、不法投棄防止及び
ごみの持ち帰りについて啓発する。

889 神奈川県 H
秦野市地区不法投棄
防止キャンペーン事
業実行委員会

秦野市 不法投棄物撤去事業 調整中 市内 市内各地の不法投棄物の撤去（年２回）を実施する。

890 神奈川県 H 小田原市 - 環境美化活動表彰 2月1日 小田原市役所 美化活動功労者の表彰を行う。

891 神奈川県 H 愛川町 -
愛川町環境ポスターコン
クール

11月 愛川町文化会館
町内の小中学校から環境ポスターを募集し、入選作品を掲示を
行う。

892 神奈川県 B 平塚市
平塚市地区美化推進委
員長連絡協議会、平塚
市ごみ減量化推進員会

第92回まちぐるみ大清掃 11月23日 市内 公共の場を中心に清掃活動を実施する。

893 神奈川県 C 平塚市 -
おもしろリサイクルフリー
マーケット

5月17日 平塚市総合公園 フリーマーケットによるリユースのPRを行う。

894 神奈川県 C 平塚市 開催実行委員会 くるりんまつり 12月6日
平塚市リサイクルプ
ラザ

フリーマーケットや古着、古本、再生品の販売による3RのPRを行
う。

895 神奈川県 Ｆ 平塚市 - ごみ学級 調整中 市内小学校 小学4年生に対する環境教育活動を実施する。

896 神奈川県 H 平塚市 -
地区美化委員会及び美化
推進モデル地区への支援

調整中 市内 地区美化委員会及び美化推進モデル地区への支援を行う。

897 神奈川県 D 平塚市 - ごみ通信の回覧 7月、11月、3月 市内 市内全域へのチラシの回覧による3RのPRを行う。

898 神奈川県 B
富士見地区連合自治
会

-
富士見地区ポイ捨て防止
キャンペーン

4月24日、7月24
日、10月23日、1
月22日

鴨宮駅～南鴨宮み
ずき公園

地域住民による道路清掃を実施する。
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899 神奈川県 A 茅ヶ崎市 - 不法投棄監視パトロール 毎日 市内
市職員による不法投棄監視パトロール、不法投棄防止用監視カメ
ラ及び不法投棄防止用啓発看板の設置維持管理を行う。

900 神奈川県 A 伊勢原市
伊勢原市衛生委員
会

ポイ捨て等防止パトロール
5月30日～6月6
日、9月24日～10
月1日

市内 ポイ捨て等防止のための地域パトロールを全市一斉に行う。

901 神奈川県 A 綾瀬市 - 不法投棄パトロール 年間 市内 週に1回程度、市内の道路上の不法投棄パトロールを行う。

902 神奈川県 B
綾瀬農用地域クリー
ン活動実行委員会

綾瀬市農業委員会、さが
み農業協同組合綾瀬市
青壮年部、綾瀬市畜産
協会、綾瀬市園芸協会

綾瀬農用地域クリーン活動 6月上旬 綾瀬市
市内農地の保全を図るとともに、市内の農業団体（4団体）のつな
がりを一層深めることを目的に農地の美化活動を行う。

903 神奈川県 B 大井町 - クリーンキャンペーン2014 11月9日
町内から役場まで
の道路等

町内各地での一斉清掃活動を実施する。

904 神奈川県 H 大井町 - 美化運動推進助成事業 通年 町内 自治会が行う美化運動の経費の一部を助成する。

905 神奈川県 A 大井町 - 環境パトロール 毎週月曜日 町内 不法投棄物の監視・回収を行う。

906 神奈川県 B 松田町 町民
丹沢大山クリーンキャン
ペーン

11月9日 中津川 松田町内（寄地区）の河川敷のごみ拾いを実施する。

907 神奈川県 A
真鶴町いきがい事業
団

- 観光美化パトロール 5月21日、6月18日 真鶴町 道路沿いのごみ状況確認等を行う。

908 新潟県 B 小千谷市
小千谷市衛生班長
連絡協議会

ごみゼロ運動市内一斉清
掃

4月27日、5月25日 市内 各地域において、ごみ拾い等の一斉清掃を実施する。

909 新潟県 B 柏崎市 - クリーンデーかしわざき 6月1日 市内 市内全域において、海岸、河川、道路などの清掃を実施する。

910 新潟県 B
加茂市環境衛生協議
会

加茂市 加茂川一斉清掃 6月8日 市内
環境衛生協議会が主催し、ごみ拾い、不法投棄物回収等を行う、
市民参加による河川美化運動を実施する。

911 新潟県 B 刈羽村内集落 刈羽村 クリーン作戦 6月（環境月間） 村内
環境月間に合わせ各集落がごみ拾い等環境月間にふさわしいイ
ベントを実施する（集落任意）。
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912 新潟県 B 刈羽村 - クリーン作戦 6月上旬 国道116号線 国道116号線沿いのゴミ拾い。

913 新潟県 D 刈羽村 - 普及・啓発事業 6月（環境月間） 村内
・環境保全等に係るパンフレットの全戸配布。
・不法投棄多発箇所への警告看板の設置。

914 新潟県 A 刈羽村 - 不法投棄監視・撤去事業
1・2月を除く月の
毎週金曜日

村内 不法投棄の監視及び不法投棄物の撤去を実施する。

915 新潟県 B 佐渡を美しくする会 佐渡市 「空缶ゼロの日」実施 5月30日 市内
佐渡市及び佐渡市連合婦人会が中心となり、市内小中学校やボ
ランティア団体に呼びかけ、市内の道路、史跡、名勝地周辺の空
き缶等の回収と清掃活動を行う。

916 新潟県 B 佐渡を美しくする会 佐渡市 相川地区清掃活動 7月19日 佐渡市相川 海岸及び街中清掃活動を実施する。

917 新潟県 B 佐渡市 地域、団体 佐渡市一斉清掃 6月28日、6月29日 市内
市内全域における各地区集落周辺の道路及び海岸清掃を実施
する。

918 新潟県 E
佐渡市不法投棄監視
員ネットワーク

佐渡市
不法投棄監視員ネットワー
クシンポジウム

11月上旬 佐渡中央文化会館
不法投棄監視員ネットワークによる不法投棄や環境に関する講
師等を依頼して、シンポジウムを開催する。

919 新潟県 B 三条市 -
三条地区クリーンデー、下
田地区クリーン運動

7～8月
三条市内三条地区
及び下田地区

市民参加のきれいなまちづくりの一環として、市民・事業所と市が
一体となって市内のポイ捨てごみを一掃することにより、それぞれ
の地域のコミュニティー意識、環境美化意識を高め、美しいまちづ
くりを推進する。

920 新潟県 B 新発田市 - クリーン作戦 4月6日 市内
市の主催で市民のボランティアによる大クリーン作戦を実施す
る。

921 新潟県 B 新発田市 - クリーン作戦 6月15日 市内（重点地域）
市の主催で市民のボランティアによる大クリーン作戦を実施す
る。

922 新潟県 A 上越市 -
不法投棄防止パトロール・
回収作業

春・秋 市内
上越市不法投棄防止情報連絡協議会事業としてパトロール等を
実施する（中央地区、東部地区、南部地区、北部地区）。

923 新潟県 B 聖籠町 - クリーン作戦
4月20日、10月中
旬

町内 町の主催で自治会、企業が協力してクリーン作戦を実施する。

924 新潟県 B 田上町 - 空き缶回収 5月 町内 町主催で町民ボランティアによる不法投棄の回収を行う。
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925 新潟県 B 津南町 - クリーン行動（春、夏、秋）
4月27日、8月3
日、10月19日

市内
全戸に「町内一斉クリーン行動」のチラシを配布、収集後の回収・
処分を実施する（年3回）。

926 新潟県 B
燕市、燕市自治会協
議会

- クリーンデー燕 4月、9月 市内
自治会、ボランティア団体、事業所による市内全域のごみ拾いや
草刈りを実施する。

927 新潟県 B 十日町市 市内各団体 環境美化運動 4月27日～5月3日 市内5会場
市内のさまざまな団体の協力を得ながら、市の主催で計5カ所で
クリーン作戦を実施する。

928 新潟県 A 長岡市 - 不法投棄防止パトロール 5月中旬～11月末 市内
不法投棄の多いポイントや区域のパトロールを民間警備会社に
委託して実施する。

929 新潟県 C 長岡市 - リサイクル品展示販売会
5月26日～5月30
日

長岡市環境衛生セ
ンター内リサイクル
プラザ

ごみに出された自転車や家具などを修理して販売する。

930 新潟県 A 見附市 - 不法投棄防止パトロール 5月30日～6月5日 市内 監視ウィーク期間に合わせてパトロールを強化する。

931 新潟県 B 南魚沼市 - 春の一斉清掃の日
4月26日、4月27
日、7月26日

市内3会場
市報により美化活動の協力を求め、市の主催で市内3地域でゴミ
回収を実施する（7月26日は１会場）。

932 新潟県 B 弥彦村
環境衛生委員
丸長建設

弥彦山スカイライン清掃 10月 弥彦山スカイライン 弥彦山スカイラインのごみ関係の清掃を実施する。

933 新潟県 B 湯沢町 -

全町一斉清掃、河川・道路
合同清掃、不法投棄防止
巡回・回収、不法投棄防止
看板設置

4月、5月、7月、8
月、9月、10月

市内
・各町内会毎の一斉清掃。
・協議会及び国土交通省との合同作業。
・各支部の事業。

934 新潟県 A 柏崎市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
市で委託した不法投棄防止美化協力員協力員７２名によるパト
ロールを実施する。

935 新潟県 B
糸魚川市内の各地区
住民

糸魚川市 環境デー
6月1週日曜日、6
月3週日曜日、7月
1週日曜日

市内 各地区の道路及び海岸清掃を実施する。

936 新潟県 B 妙高市
地区の事業所の社
員及び周辺住民

クリーンパートナー
6月、7月、9月、10
月

市内 市内各地区での清掃活動を実施する。

937 新潟県 A 胎内市 - 環境パトロール 通年 市内 市で委託した不法投棄巡視員による巡視を実施する。
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938 新潟県 D 糸魚川市 - 市報による広報 4月、5月、11月 市内
市広報誌による不法投棄防止啓発、不法投棄ボランティア監視
員の募集を行う。

939 新潟県 A 糸魚川市 - 監視パトロール 通年 市内
市職員よる不法投棄の監視パトロールを実施する（夜間パトロー
ルの実施）。

940 新潟県 B 三条市 -
本寺小路クリーンキャン
ペーン

9月
三条市本寺小路周
辺

環境美化促進区域（本寺小路通を中心とした繁華街）の一斉清掃
を行う。

941 新潟県 B 阿賀野市 - クリーン作戦 4月20日 市内
市の主催で市民のボランティアによる大クリーン作戦を実施す
る。

942 新潟県 A 阿賀町 - 不法投棄町内巡視 通年 町内 町で委託した不法投棄巡視員による巡視を実施する。

943 新潟県 B 粟島浦村 ＮＰＯ
第6回粟島クリーンアップ作
戦

6月15日
釜谷小倉町、内浦
茂崎海岸

粟島の美しい海岸を取り戻す清掃活動を実施する（参加者１００
名募集）。

944 新潟県 B 出雲崎町 - クリーン作戦 4月20日、9月21日 町内
集落内の道路、公園、集会場周辺の草刈りや空き缶などのごみ
拾いを実施する。

945 島根県 A
出雲市ポイ捨て禁止
推進協議会

出雲市 不法投棄防止パトロール 11月 市内
協議会、関係機関と協力して不法投棄防止パトロールを実施す
る。

946 新潟県 B 見附市
きれいなまちを作る
会

クリーン作戦
4月13日、10月19
日

市内 町内、ボランティアによる市内一斉のゴミ拾いを実施する。

947 新潟県 B 魚沼市 - 環境美化運動
4月20日～5月19
日、9月7日～11月
4日

市内
実施期間に行われる市内各自治会の環境美化活動に対し、ゴミ
袋等を提供、回収・処分を実施する。

948 富山県 B 朝日町
朝日町保健衛生協
議会

町民総ぐるみ清掃月間及
び清掃デー

7月、7月13日 町内

例年７月を地域の清掃活動を行う月間と定め、身近な道路、河
川、海岸、公園や各家庭周辺の清掃等の美化活動を行う（清掃
デーは、その基準日として設定しており、できるだけその日に行う
よう町内会等に周知している）。

949 富山県 A 朝日町 各自治振興会 不法投棄防止パトロール
4月20日～5月28
日

町内
町内各自治振興会（10地区）における不法投棄防止パトロール及
び不法投棄物の回収を行う。

950 富山県 A 射水市
射水市環境衛生協
議会

小杉クリーン作戦 5月25日 小杉地区 住民総ぐるみで道路や公園等のゴミを回収する。
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951 富山県 A 射水市 - 不法投棄監視巡回 5月30日、通年 市内（21地区）
臨時職員2名、不法投棄監視員25名によるパトロールを実施す
る。

952 富山県 A 魚津市
魚津市環境保健衛
生協会

環境巡視 5月、6月 市内 環境巡視員65名が市内の山間地、河川、海岸をパトロールする。

953 富山県 H 魚津市
魚津市環境保健衛
生協会

不法投棄防止看板の設置 通年 市内 不法投棄の多い個所、設置要望のある場所に看板を設置する。

954 富山県 B
小矢部ロータリークラ
ブ

小矢部市 おやべまちぴかウォーク 5月30日 市内 市街地のごみ拾いを実施する。

955 富山県 B 小矢部市
小矢部市、環境保健
衛生協議会

メルヘンクリーン作戦 10月頃 市内 市街地のごみ拾いを実施する。

956 富山県 A 上市町 上市町猟友会 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 猟友会と協力し、町道林道を中心にパトロールの強化を図る。

957 富山県 D 上市町 - 広報誌による啓発 6月 -
町報誌に「不法投棄監視ウィーク」について取り上げ、住民の啓
発に努める（調整中）。

958 富山県 B
美しいまちづくり高岡
市民連絡会議

高岡市 千保川特別清掃 6月1日
二上山城山園地、
万葉ライン

二上山の城山園地や万葉ライン沿いの除草及びポイ捨てごみの
回収を行う。

959 富山県 B
美しいまちづくり高岡
市民連絡会議

高岡市 二上山特別清掃 6月8日
千保川（一文橋～小
矢部川合流点）

市街地中心を流れる千保川両岸の除草や清掃を実施する。

960 富山県 B
高岡市環境保健衛生
協会

高岡市連合自治会 一斉清掃 5月25日 主要道路・公園
各地区環境保健衛生協議会が中心に地区の主要道路や公園の
清掃を実施する。

961 富山県 B 高岡市 - ごみゼロの日 5月30日 市庁舎周辺 市庁舎周辺のポイ捨てごみ回収を実施する。

962 富山県 D 高岡市 - 広報 5月 市広報誌５月号にて「ごみ不法投棄監視ウィーク」の啓発を行う。

963 富山県 D
美しいまちづくり高岡
市民連絡会議

高岡市 ポスター配布 5月 美化ポスターを作成し、各地区などへ配布する。

964 富山県 A 高岡市
高岡市環境保健衛
生協会

環境美化パトロール 7月上旬 市内
各地区環境保健衛生協議会の協力を得て、美化パトロールを実
施する。
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965 富山県 A 立山町
立山町環境保健衛
生協会

不法投棄監視連絡員事業 6月～11月 町内
不法投棄監視員が町内の山間部等を中心に巡回し、不法投棄の
監視を実施する。

966 富山県 A 砺波市 - 庄川観光祭会場周辺清掃 6月上旬 会場周辺 庄川観光祭に合わせ会場周辺の清掃美化活動を行う。

967 富山県 A 砺波市 - 環境美化保全業務委託
通年（1～3月を除
く）

市内 山間部を中心にパトロールを実施する。

968 富山県 B
砺波市・市環境美化
対策委員会

- 砺波市民ごみゼロ運動 4月6日、5月25日 市内 一斉美化活動を実施する。

969 富山県 A 砺波市 - 庄川河川敷清掃活動 4月10日 庄川河川敷 庄川河川敷の美化活動を実施する。

970 富山県 A 滑川市
市環境保健衛生協
議会

不法投棄パトロール ウィーク中 市内 不法投棄されやすい海岸、山、河川敷のパトロールを実施する。

971 富山県 B 滑川工場倶楽部 市内企業 市内美化運動 5月30日付近 市内 市内企業が会社周辺の美化活動を行う。

972 富山県 A 滑川市 - 不法投棄パトロール 4月～12月 市内
市が委託したパトロール員による不当放棄パトロールを実施す
る。

973 富山県 H 滑川市各町内会 滑川市
不法投棄防止用立看板の
設置

4月～12月 市内 不法投棄されやすい場所への防止用看板の設置を行う。

974 富山県 A 南砺市 - 監視パトロール 5月30日～6月5日 山間部
市職員及び南砺市不法投棄監視員による山間部の巡回を実施
する。

975 富山県 B 南砺市 自治会
なんとふるさとクリーンアッ
プ大作戦

5月30日～6月30
日

市内 町内会単位による清掃活動を実施する。

976 富山県 B 入善町

町商工会、町経営者
協会、町区長連絡協
議会
町連合婦人会等

クリーン入善7129大作戦
(町内一斉清掃)

7月1日～7月31日 町内
「ごみを捨てない」から「ごみを出さない」への意識改革の一大町
民運動により、循環型社会の構築を図る目的で実施する。

977 富山県 A
入善町、入善町環境
保全監視員

- 不法投棄防止パトロール ウィーク中 町内 不法投棄防止のため、町内をパトロールする。
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978 富山県 E 町商工会、入善町
町経営者協会、町区
長連絡協議会、町連
合婦人会等

入善まつりんぴっく(入善商
工フェア)

10月下旬 うるおい館及び周辺
地域産業の振興・発展を図ることを目的としたイベント内で町及び
企業による環境衛生関係のブースを設置（パネル展示、環境衛
生クイズ等）また、環境ポスター展を開催する。

979 富山県 H
入善町、入善町環境
保健衛生協議会

- 看板設置 通年 町内 不法投棄防止のため、啓発看板を町内に設置する。

980 富山県 B
氷見市の環境をよくす
る会

氷見市 2014氷見クリーン作戦 6月1日 島尾海岸
環境月間の第一日曜日に市民ボランティア等の協力を得て、島
尾海岸及び松田江浜の清掃を行う。

981 富山県 D 氷見市 -
ホームページ等による普
及・啓発

通年 市内 市ホームページ及び氷見広報等による普及・啓発を行う。

982 富山県 A 氷見市 地域住民 看板等の設置 通年 市内
申請のあつた各自治会内に不法投棄防止の看板、ソーラー照
明、ダミー防犯カメラを設置する。

983 富山県 A
氷見市内各自治会環
境パトロール

- 監視パトロール 通年 各地区
各自治会ごとに地区内を巡回し、不法投棄、ごみの散乱防止等
に努めるため監視パトロールを行う。

984 富山県 B 氷見市 - 氷見市一斉清掃 7月6日 市内
市内全域の海岸、道路、河川他、地区の状況に応じた市民総ぐる
みの清掃活動を行う。

985 富山県 D 氷見市 - チラシ等による啓発 7月1日 市内
新ごみ処理施設稼働に伴う広報チラシ(注目度が高いと思われる)
の同紙面で、不法投棄防止や3R推進など環境全般の記事を掲載
し啓発する。

986 富山県 B 舟橋村
舟橋村保健衛生協
議会

クリーンデー 8月3日 村内 村内で一斉に清掃活動を実施する。

987 富山県 A 舟橋村 - 白岩川パトロール 5月30日～6月5日 白岩川沿岸 不法投棄がないか職員によるパトロールを実施する。

988 富山県 Ｆ 南砺市 - （仮)ごみ処理施設見学会 調整中 ごみ処理施設 資源ごみの処理施設の見学を行う。

989 石川県 B 穴水町 - ボランティア活動 毎月25日 町内 毎月25日に清掃活動を中心にボランティア活動を実施する。

990 石川県 Ｆ 穴水町 - 身近な水環境調査 調整中 町内2河川
環境月間にちなみ、小学生を対象にCODや生息生物を調査し、
環境意識の向上を図る。

991 石川県 B
穴水町社会福祉協議
会

穴水町 環境清掃ボランティア 6月中 町内
環境月間にちなみ、各種団体へ呼びかけ、まちぜんたいをで清掃
ボランティアを実施する。
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992 石川県 B 内灘町 - 海浜美化清掃 6月29日 町内海岸 町民に参加を募り、町内海岸一円の清掃活動を実施する。

993 石川県 A 内灘町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
通年で実施している不法投棄監視人によるパトロールについて、
ウィーク期間中は集中的に強化して実施する。

994 石川県 B 加賀市 - クリーンビーチ・インかが 6月15日 市内海岸 市内ボランティアによる海岸一斉清掃を実施する。

995 石川県 A 加賀市 -
建築リサイクル法に関する
県下一斉パトロール

5月下旬 市内解体現場等
市の環境担当課と建設担当課が合同で市内の解体現場を巡回
し、マニフェスト、排出先の確認などを実施する。

996 石川県 Ｆ 加賀市 -
地球温暖化防止活動推進
事業

調整中
加賀市内の小・中学
校

市の地球温暖化防止に関する環境教室を実施する。

997 石川県 A 加賀市 - 監視パトロール 通年 市内 不法投棄多発場所の巡視及び投棄物の回収を行う。

998 石川県 B 加賀市 加賀市 まちをきれいにする業務 9月 ＪＲ加賀温泉駅前 市民ボランティアによる一斉清掃を実施する。

999 石川県 Ｃ 加賀市 加賀市 とくとく市 年3回 環境美化センター 家具等の再生品の販売を行う。

1000 石川県 B かほく市 - 海浜一斉清掃 7月13日 市内海浜 市民ボランティアによる海浜一斉清掃を実施する。

1001 石川県 D かほく市 -
市広報への「ごみ不法投棄
監視ウィーク」関連記事掲
載

6月1日 市内全戸
市民への啓発活動として、不法投棄監視ウィークを掲載しＰＲす
る。

1002 石川県 A かほく市 -
不法投棄・散乱ごみ監視業
務

通年 市内
不法投棄監視員が市内をパトロールし、不法投棄ごみの回収を
行う。

1003 石川県 B かほく市・町会区 かほく市 秋季地区一斉清掃 10月19日 市内
各町会区で地域住民が主体となって、側溝泥上げ、ポイ捨てごみ
の清掃を行う。

1004 石川県 B かほく市・町会区 かほく市 春季地区一斉清掃 5月18日 市内
各町会区で地域住民が主体となって、側溝泥上げ、ポイ捨てごみ
の清掃を行う。

1005 石川県 B
川北中学校、川北中
学校PTA、川北町壮
年団連合会

川北町 クリーンアップ川北 7月5日 町内
中学生と保護者、壮年団員が手取川河川敷や各地区の通学路を
中心に一斉清掃する。
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1006 石川県 B
クリーン・ビーチいし
かわ実行委員会

-
クリーン・ビーチいしかわin
はくさん

5月25日 徳光海岸 企業、団体、住民ボランティアによる海岸清掃を実施する。

1007 石川県 B 小松市 -
クリーンビーチいしかわinこ
まつ

6月29日 安宅海岸 海岸清掃及び漂着ごみ等の回収を実施する。

1008 石川県 B 小松市各町内会 小松市 全市一斉美化の日 5月25日 市内 町内会が町内清掃、側溝清掃を実施し、市が回収を行う。

1009 石川県 A 志賀町 -
不法投棄監視強化パト
ロール

5月30日～6月5日 町内 担当職員、地域住民及び地区区長によるパトロールを実施する。

1010 石川県 B 珠洲市 -
すずの美しい海岸を守る月
間

7月 市内 市内の海岸の清掃を実施する。

1011 石川県 A 珠洲市 -
不法投棄防止啓発パト
ロール事業

10月 市内 山間部を中心にパトロールを実施する。

1012 石川県 B
大聖寺地区まちづくり
推進協議会

加賀市 大聖寺川クリーンデー 6月8日 大聖寺川流域
大聖寺地区の町内会連合会が、それぞれ各町内を流れる大聖寺
川の河川敷の一斉清掃をする。

1013 石川県 B 津幡町 - 秋の美化大作戦 10月5日 町内 町内全域での美化作戦とあわせて不法投棄があれば回収する。

1014 石川県 B 津幡町 - 春の美化大作戦 6月8日 町内 町内全域での美化作戦とあわせて不法投棄があれば回収する。

1015 石川県 B
動橋地区まちづくり推
進協議会

加賀市 動橋川クリーンデイ 6月1日 動橋川流域
動橋地区の町内会連合会が、それぞれ各町内を流れる動橋川の
河川敷の一斉清掃をする。

1016 石川県 B 中能登町 -
秋のクリーン＆グリーン
デー

10月下旬 町内 全町民による一斉美化活動及び花いっぱい運動を実施する。

1017 石川県 B 中能登町 -
春のクリーン＆グリーン
デー

5月25日 町内 全町民による一斉美化活動及び花いっぱい運動を実施する。

1018 石川県 A 中能登町 - 不法投棄監視パトロール 4月～11月 町内
職員及び不法投棄監視委員で市内をパトロールし、ごみ回収を
行う。

1019 石川県 B 七尾市各町内会 - 秋の大掃除 11月 市内 各町内会でごみ拾い、側溝等の清掃を行う。
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1020 石川県 A 七尾市 -
建築リサイクル法に関する
県下一斉パトロール

5月30日 市内解体現場等
市の廃棄物担当課と建設担当課が合同で市内の解体現場を巡
回し、排出マニフェスト、排出先の確認などを実施する。

1021 石川県 A 七尾市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 市職員及び不法投棄監視委員により市内パトロールを実施する。

1022 石川県 B 七尾市各町内会 - 春の大掃除 6月 市内 各町内会でごみ拾い、側溝等の清掃を行う。

1023 石川県 A 能登町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄連絡員（シルバー人材）による町内パトロールを実施す
る。

1024 石川県 B 能登町全地区 - 町内の清掃活動
6月中旬～7月中
旬

町内 町内会が側溝、海岸等の清掃を実施する。

1025 石川県 B
ののいちっこを育てる
市民会議

- 美化清掃運動 通年 市内 住民団体による美化清掃活動を実施する。

1026 石川県 A 野々市市 - ごみ集積所夜間監視 通年 市内
ごみ集積所からの燃えないゴミの持ち去りを防止するための監視
を強化する。

1027 石川県 H 野々市市 -
ごみ不法投棄禁止看板貸
与

通年 市内 不法投棄防止啓発の為、町内会に対して看板を貸与する。

1028 石川県 A 野々市市 - パトロール実施 通年 市内
市内における不法投棄防止の為、町内各所を定期的に巡回す
る。

1029 石川県 B 能美市 -
根上地区よりよい環境づく
りの日（海岸清掃）

7月6日 根上海岸 海岸清掃活動（清掃活動と不法投棄物回収実施）。

1030 石川県 B
能美市寺井地区公民
館

- 寺井地区クリーンデー 7月13日 寺井地区 一斉清掃活動（清掃活動と不法投棄物回収実施）。

1031 石川県 A 羽咋市 - 不法投棄監視カメラの設置 4月～3月 市内 不法投棄監視カメラを設置し、監視の対策を講じる。

1032 石川県 A 羽咋市 -
不法投棄廃棄物除去及び
防止パトロール事業

6月～12月 市内
業者委託による不法投棄廃棄物除去と不法投棄防止パトロール
を実施する。

1033 石川県 B 羽咋市各町会 羽咋市 道路愛護デー 6月上旬 市内 各町会で側溝や道路の清掃を実施する。
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1034 石川県 B 羽咋市市民団体 羽咋市 なぎさクリーン運動 4月、7月 海岸 市内の海岸における一斉清掃を実施する。

1035 石川県 B 白山市 - 海岸美化清掃 6月22日 市内海岸
市民や各種団体等が参加し、市内全域の海岸清掃活動を実施す
る。

1036 石川県 A 白山市 -
ごみ不法投棄監視パトロー
ル

通年（5月30日～6
月5日）

林道・海岸付近
市職員が不法投棄されやすい場所を中心にパトロールを実施す
る。

1037 石川県 Ｆ 白山市 - 廃棄物対策推進員研修会 2月 市内
町内会から選出され、委嘱している廃棄物対策推進委員に対す
る、適正処理、リサイクル等に関する研修会を開催する。

1038 石川県 B 白山市 - クリーン作戦 5月4日、5月11日
松任・美川・鶴来地
域

市民による道路や集会施設等の公共用地のごみ拾い及び除草を
実施する。

1039 石川県 D 宝達志水町 -
広報掲載・ホームページ公
開

5月27日 町内
町広報誌・ホームページにより、6月は環境月間であることを普
及・啓発する。

1040 石川県 C 宝達志水町 - 有料粗大ごみ回収
6月15日、10月26
日

町内
年2回（6月、10月）に家電4品目やタイヤ、消火器、農機具など、
普段、町では収集も搬入もできないごみを回収する。

1041 石川県 A 宝達志水町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視員に町内をパトロールしてもらい、不法投棄の発見
及び未然防止を図り、快適な生活環境の保全を確保する。

1042 石川県 B 宝達志水町 -
クリーンビーチ宝達志水海
岸清掃

7月7日 宝達志水海岸
町内の海岸約9キロを、参加者が地区ごとに7班に分かれて一斉
に海岸清掃を行う。

1043 石川県 A 輪島市 - 不法投棄監視 通年 市内 不法投棄監視委員による不法投棄監視パトロールを実施する。

1044 石川県 B
輪島市美しい町づくり
推進協議会

輪島市
秋の全市一斉美化清掃週
間

10月下旬 市内
実施主体を中心に市内各種団体・町内会等による清掃活動を実
施する。

1045 石川県 B
輪島市美しい町づくり
推進協議会

輪島市 春の全市一斉美化清掃
5月25日～5月31
日

市内
実施主体を中心に市内各種団体・町内会等による清掃活動を実
施する。

1046 石川県 A 能美市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 月2回、巡回パトロールを実施する。

1047 石川県 B
能美市辰口地区町会
連合

能美市
辰口地区10,000人クリーン
デー

7月20日 辰口地区全域 一斉清掃活動を実施する（清掃活動と不法投棄物回収実施）。
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1048 石川県 H 野々市市各町内会 野々市市 ごみ集積所分別指導 通年 市内 家庭ごみの収集日における住民への分別指導を行う。

1049 石川県 Ｆ 野々市市各町内会 野々市市 分別収集研修会 通年 市内
住民団体による地球温暖化対策、3Ｒに関する研修会を開催す
る。

1050 石川県 A 津幡町 -
不法投棄・散乱ごみ監視業
務

4月～3月 町内
不法投棄監視員が町内をパトロールし、不法投棄ごみを回収す
る。

1051 石川県 D 珠洲市 -
市広報誌等による不法投
棄防止啓発

6月 市内 市広報誌に掲載予定。

1052 石川県 B 川北町内各区 川北町 道路愛護・道路清掃 7月下旬 町内 町内各地区において、道路清掃等を実施する。

1053 石川県 D 輪島市 - 環境ポスター展 7月下旬 市内 環境月間に募集した環境ポスターを展示する。

1054 石川県 B
キリンビールマーケ
ティング石川支社

輪島市 Clean Up能登 6月30日 袖ヶ浜海水浴場 浜辺の清掃等を実施する。

1055 石川県 A 加賀市 -
ポイ捨て・不法投棄防止パ
トロール

通年 JR加賀温泉駅前 「ポイ捨て等防止重点区域」内の巡回啓発を行う。

1056 石川県 A 穴水町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄連絡員に町内をパトロールしてもらい、不法投棄の発見
及び未然防止を図り、快適な生活環境の保全を確保する。

1057 福井県 A 池田町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内
不法投棄監視ウィークに合わせてパトロール活動を強化する。ま
た、町の広報誌にて町民にも不法投棄監視の協力を呼びかけ
る。

1058 福井県 Ａ 池田町 - 看板、監視カメラ設置 調整中 町内 不法投棄防止看板、監視カメラを設置し、未然防止を図る。

1059 福井県 A 池田町役場 - 不法投棄監視パトロール 7月1日～8月31日 池田町
河川周辺の不法投棄防止啓発強化期間に合わせてパトロール活
動を強化する。

1060 福井県 B 永平寺町
一般町民、祉団体、
区長

町民清掃の日 4月15日 町内 町内主要道路及び河川敷等のゴミ拾い清掃作業を行う。

1061 福井県 A 越前市 - 不法投棄監視業務
4月下旬～12月下
旬

市内
不法投棄の監視、投棄物の早期発見回収、及び空き地の適正な
管理指導などによる不法投棄拡大の抑制を目的とした監視パト
ロールを実施する。
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1062 福井県 Ｆ 越前市 - 環境教育事業 随時 市内公民館 ごみの正しい分け方出し方についての説明会を開催する。

1063 福井県 B
越前市各地区自治振
興会

越前市 河川一斉清掃 7月中旬 市内河川敷
各地区自治振興会を中心に市内全域（河川中心）で清掃活動及
び不法投棄物の回収を行う。

1064 福井県 B
越前市各地区自治振
興会

越前市 市民雪どけクリーン作戦 3月下旬 市内
各地区自治振興会を中心に市内全域で清掃活動及び不法投棄
物の回収を行う（※例年3月に開催）。

1065 福井県 A 越前町 環境美化推進員会 環境パトロール 10月頃 町内 環境美化推進員会とともに町内をパトロールする。

1066 福井県 B 越前町 織田地区 クリーンアップ大作戦 9月下旬 地区内 地区単位でポイ捨てゴミ回収、草取りを実施する。

1067 福井県 B 越前町 宮崎地区 クリーンアップ大作戦 5月下旬、9月下旬 越前陶芸村付近
道路沿い、側溝・河川敷、公園、神社等、で地区単位でゴミのポイ
捨て等の清掃、不法投棄物の回収を行う。

1068 福井県 B 越前町 越前地区 ごみゼロ大作戦 6月上旬 地区内
午前中一杯で、海水浴場の清掃活動をメインに道路沿いの泥上
げも行う（地区一斉に参加して実施、参加人数は約1,000人）。

1069 福井県 B 越前町
天王川美化運動推
進協議会他

天王川美化運動 3月下旬
天王川周辺(支流
含)

ポイ捨てごみ回収、草刈り等を実施する（参加人数約500人）。

1070 福井県 B 大野市
和泉地区住民
自治体職員　ほか

和泉地区クリーンアップ大
作戦

4月26日 和泉地区 和泉地区の国道158号線沿いを中心に一斉清掃を行う。

1071 福井県 D 大野市 - 環境月間啓発 6月 市内 「広報おおの」に環境についての記事掲載を行う。

1072 福井県 D 大野市
大野市消費者グルー
プ連絡協議会

不法投棄防止啓発チラシ
配布

5月30日 市内量販店 不法投棄防止啓発チラシを配布する。

1073 福井県 B
各地区、地元企業、
学校、各種団体等

勝山市
かつやまをきれいにする運
動

随時 市内各地
自分たちの住む地域や利用施設のごみ拾いや草刈、花壇作り等
の環境美化活動に計画的かつ継続的に取り組む。

1074 福井県 A 勝山市 -
不法投棄監視、回収パト
ロール

随時 市内各地 不法投棄防止の監視パトロール及び、不法投棄物の回収を行う。

1075 福井県 B 勝山青年会議所 勝山市 クリーンアップ九頭竜川 5月25日
市内、九頭竜川流
域

地元企業や地域住民が中心となり、九頭竜川の清掃活動を実施
し、豊かな自然環境、景観の保護を図る。
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1076 福井県 A 鯖江市 - 不法投棄防止キャンペーン 6月上旬 市内
環境月間に合わせ、不法投棄防止の監視パトロールを行う。広報
紙に不法投棄防止の記事掲載を行う。

1077 福井県 A 鯖江市 -
不法投棄物の回収および
監視パトロール

通年 市内 不法投棄物の回収及び監視パトロールを実施する。

1078 福井県 B 高浜町、区長連合会 地域住民
高浜町クリーンキャンペー
ン

6月1日 町内 町内全域での清掃活動及び不法投棄物の回収を行う。

1079 福井県 A 敦賀市 - 監視カメラ設置 随時 市内
不法投棄多発地域に対し、監視カメラを設置し不法投棄の抑止を
図る。

1080 福井県 B 敦賀市 地域住民 クリーンアップふくい大作戦 6月1日 松原海岸 地域住民のボランティアを中心に、松原海岸の清掃活動を行う。

1081 福井県 D 敦賀市 -
処理困難物の適性処理に
関する広報

12月発行 市内全戸 処理困難物に関する周知啓発を行う。

1082 福井県 A 敦賀市 -
廃棄物不適正処理監視パ
トロール

年間42日間 市内
民間委託による、休日を中心にした監視パトロールによる不法投
棄の早期発見・対応を図る。

1083 福井県 B
日野川(支流を含む)
を清く美しくする会

鯖江市
河川美化事業　河川一斉
清掃

5月25日
日野川、浅水川、黒
津川堤防

日野川堤防のごみ拾い、草刈を行い、河川美化活動を実施する
ことでごみの散乱防止の啓発を行う。

1084 福井県 H 福井市 - 監視カメラ設置 随時 市内
不法投棄の多い地点に監視カメラを設置し、不法投棄の未然防
止を図る。

1085 福井県 A 福井市 -
不法投棄廃棄物の監視パ
トロールおよび撤去

随時 市内 不法投棄廃棄物の監視パトロール及び撤去を実施する。

1086 福井県 G 福井市環境推進会議
福井市
その他協賛企業

環境フェア 10月上旬
福井新聞社ホール
等

粗大ごみ「まだまだ使えますコーナー」、環境講演会、パネル展示
等を実施する（予定）。

1087 福井県 Ｆ 南越前町 - 環境教育事業 随時 町内 ごみの分け方、出し方についての出前講座を実施する。

1088 福井県 A 南越前町 - 環境パトロール 6月上旬 町内
町内全域で３日間、夕方ら不法投棄の監視パトロールを実施す
る。

1089 福井県 B 南越前町 地域住民 クリーンアップ大作戦 6月2日 町内 町内全域で清掃活動及び不法投棄物の回収を行う。
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1090 福井県 A 若狭町 - 環境パトロール 随時 町内
シルバー人材センター委託による環境美化パトロールを実施する
（週2回実施 水・金）。

1091 福井県 B 若狭町 地域住民 三方五湖周辺清掃活動 年2回 三方五湖周辺
年に2回三方五湖保全対策協議会の会員及び各種団体、地元ボ
ランティアの協力を得て一斉清掃活動を実施する。

1092 福井県 A 坂井市
エコネイチャー・さか
い

環境パトロール 6月上旬 市内
市内全域で4日間、早朝夕方に不法投棄・野焼きの監視パトロー
ルを実施する。

1093 福井県 B 坂井市 - クリーンキャンペーン 6月第1日曜日 市内
統一行動日を定め、各行政区単位で市内一斉に環境美化活動を
実施する。

1094 福井県 B 美浜町 地域住民 クリーンアップ大作戦 6月9日 町内 町内全域で清掃活動及び不法投棄物の回収を行う。

1095 福井県 B 小浜市 市内各地区 クリーンアップ大作戦 6月1日 市内
市内全域で清掃活動及び不法投棄物の回収を行う（海岸の清
掃）。

1096 福井県 B 永平寺町
一般町民
福祉団体・区長

町民清掃の日 4月20日 町内 町内主要道路、河川敷のごみ拾い、側溝の浚渫を実施する。

1097 福井県 A 永平寺町 シルバ-人材センター 不法投棄パトロール 5月～3月（週1回） 町内
シルバー人材センターに委託し、不法投棄抑止のための監視パト
ロール及び投棄された場合は回収する（週1回二人一組で実
施）。

1098 福井県 B 美浜町
三方五湖保全対策
協議会

三方五湖周辺清掃活動 年2回 三方五湖周辺
年に2回三方五湖保全対策協議会の会員及び各種団体、地元ボ
ランティアの協力を得て一斉清掃活動を実施する。

1099 福井県 B 勝山市 地域住民 全市一斉清掃活動 6月1日 市内
市内全域の清掃統一行動日を定め、各区単位での清掃活動を実
施する。

1100 福井県 B 小浜市 地域住民 若狭おばま環境美化デー 9月上旬 市内 市内全域で清掃活動及び、不法投棄物の回収を行う。

1101 福井県 Ａ 小浜市 - 不法投棄パトロール 随時 市内 不法投棄の監視、不法投棄物の回収を行う。

1102 福井県 Ａ 小浜市
シルバー人材セン
ター

不法投棄回収 7月～8月 市内
生活ごみの不法投棄が多い夏場を中心に、不法投棄回収を行
う。

1103 福井県 B あわら市 地域住民 クリーンアップ大作戦
6月上旬（統一日）
、随時

市内
行政区単位で市内全域の清掃活動及び不法投棄物の回収を行
う。
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1104 福井県 B 地域住民 坂井市 ふくらの滝清掃活動 6月
坂井市三国町安島
（ふくらの滝）

地域住民とともに三国町東尋坊にある入り江（通称ふくらの滝）に
たまった漂着ゴミの清掃活動を行う。

1105 山梨県 B 市川三郷町
町議会議員他11団
体及び地域住民

空き缶等一斉収集活動 調整中
市川三郷町市川地
区

12団体及び地域住民に呼びかけ、6コースに分け市川地区内の
空き缶等を収集する。

1106 山梨県 A 上野原市 建設業協会 不法投棄パトロール 通年 市内
公用車12台と建設業協会55台の車に｢不法投棄監視中｣のマグ
ネットシートを張り、パトロールする（何かあった場合は、通報して
もらう）。

1107 山梨県 H 上野原市 -
不法投棄撤去作業業務委
託

通年 市内
特に山間地等の現場で搬出が困難な状況にある不法投棄物に
ついて、重機等操作して撤去作業を行う。

1108 山梨県 H 大月市 - 生活安全パトロール 年間 市内
環境パトロール車2台4名体制で市内全域の不法投棄防止パト
ロール及び撤去を実施する。

1109 山梨県 A 甲斐市 - 監視パトロール
ウィーク期間中１
回

市内 不法投棄多発地帯のパトロールを実施する。

1110 山梨県 A
甲斐市不法投棄監視
員

- 監視パトロール
ウィーク期間中１
回

市内受持ち区域 甲斐市不法投棄監視員によるパトロールを実施する。

1111 山梨県 A 昭和町 - 監視パトロール 5月30日～6月6日 町内 不法投棄多発地帯のパトロールを実施する。

1112 山梨県 A 丹波山村 - 監視パトロール 5月30日 村内
役場不法投棄監視協力員が村内全域をパトロールし、投棄され
たものを回収する。

1113 山梨県 A 中央市 - 監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 不法投棄多発地帯の一斉パトロールを実施する。

1114 山梨県 B 道志村 - 村内一斉清掃 5月25日 村内 河川、道路などを村民全員参加にて清掃する。

1115 山梨県 B 道志村 自治会、消防団 村内一斉清掃、一斉消毒 5月25日 村内 村内全域で清掃活動を行い、併せて村内の消毒を行う。

1116 山梨県 B 韮崎市 自治会 市内全域水路清掃 4月4日～5月9日 市内 市内の水路の清掃を実施する。

1117 山梨県 B 韮崎市 自治会
ごみゼロの日クリーンキャ
ンペーン

4月4日～5月31日 市内 ごみ拾いを実施する。
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1118 山梨県 D 韮崎市 市職員
ごみゼロの日クリーンキャ
ンペーン

5月30日 韮崎駅前 啓発品の配付を行う。

1119 山梨県 B 韮崎市市内企業 企業社員
ごみゼロの日クリーンキャ
ンペーン

5月22日～6月27
日

市内 会社周辺清掃、甘利山公園線及び登山道清掃を実施する。

1120 山梨県 A 笛吹市 - 衛生対策事業 通年 市内
青色パトロール車2台4名体制及び市職員で、市内全域の監視パ
トロールを行う。

1121 山梨県 A 北杜市 - 監視パトロール 5月上旬以降 市内 不法投棄多発地帯のパトロールを実施する。

1122 山梨県 B 北杜市市民団体
市民団体及び各自治
会

クリーンキャンペーン 5月下旬以降 市内 市民によるクリーンキャンペーンを実施する。

1123 山梨県 B
南アルプス市八田地
区

- ごみゼロの日 5月25日 八田地区 八田地区の一斉清掃を行う。

1124 山梨県 B
南アルプス市櫛形地
区

- 櫛形地区一斉クリーン作戦 5月25日 櫛形地区 櫛形地区の一斉清掃を行う。

1125 山梨県 B 山中湖村
観光地を美しくする
会

村内一斉清掃
5月19日～5月23
日

山中湖全域
5月25日開催ロードレース大会前に村民、各種団体約1、500名に
よるポイ捨清掃を行う。

1126 山梨県 D 山中湖村
ロードレース実行委
員会

広報・啓発 5月25日 大会会場
大会関係者13,000人に対し、場内放送を利用し、ごみの持ち帰り
と3Ｒの広報・啓発に努める。

1127 山梨県 A 山中湖村 -
不法投棄防止及び監視パ
トロール

年間 村内

村内ごみ回収車6台を12名を監視パトロールとして、通常の業務
時に不法投棄の監視を行うと伴に通報及び回収可能なものにつ
いては撤去を行う。また、役場不法投棄監視員が定期的に村内を
巡回し不法投棄の未然防止に努める。

1128 山梨県 A 山梨市 - 監視パトロール 6月上旬～中旬 市内 不法投棄多発地帯の一斉パトロールを実施する。

1129 山梨県 D 山梨市 -
不法投棄防止のぼり旗設
置

ウィーク期間中 市内 のぼり旗の設置を行う。

1130 山梨県 H 甲州市 市内スーパー
ごみゼロの日に伴う啓発活
動

5月、7月、9月

いちやまﾏｰﾄ塩山店
（5月）、オギノ甲州
店（７月）、オギノ塩
山店（9月）

ごみ処理に要する経費が増大傾向にあるため、少しでも経費を削
減するため、ゴミの水切りの徹底をＰＲする。
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1131 山梨県 A 甲府市 - 監視パトロール及び回収
ウィーク期間中（5
日間）

強化地域を含む市
内

強化地域（中央道下カルバート周辺及び林道）を重点的にパト
ロールするとともに不法投棄物の回収を行う。

1132 山梨県 A 小菅村 - 監視パトロール 6月2日 村内
不法投棄監視協力員と村職員で、村内全域を監視パトロールす
る。

1133 山梨県 A 西桂町 - 監視パトロール 5月30日～6月5日 町内
不法投棄監視協力員と町職員で、町内全域を監視パトロールす
る。

1134 山梨県 B 富士河口湖町 -
不法投棄廃棄物撤去及び
清掃活動

5月25日
不法投棄箇所及び
周辺

不法投棄廃棄物の撤去及び周辺の清掃を実施する。

1135 山梨県 A 富士吉田市 -
不法投棄休日・夜間監視
パトロール委託事業

通年（夜間は週２
回、休日は週１
回）

市内（富士山麓を中
心に）

不法投棄の多くが夜間・休日に行われていると推測されることか
ら、通年の平日昼間の監視パトロール委託業務に加え、夜間・休
日の監視パトロール委託事業を実施し、不法投棄の未然防止に
努める。

1136 山梨県 B 鳴沢村 - 村内一斉清掃 5月26日、6月22日 村内 公園、道路の清掃等の地域美化活動を実施する。

1137 山梨県 A 南アルプス市 - 市内一斉パトロール 5月28日 市内 不法投棄多発地帯の一斉パトロールを実施する。

1138 山梨県 B 富士吉田市 -
富士山吉田口登山道周辺
清掃活動

4月12日
富士山吉田口登山
道周辺

富士山世界文化遺産登録に向け、世界に誇る富士山の美しい景
観を将来の世代に引き継いでいくため、清掃活動を実施すること
で、不法投棄の未然防止や、環境に配慮した富士登山の推進に
繋げていく。

1139 山梨県 A 忍野村 - 不法投棄パトロール 通年 村内 不法投棄監視協力員により村内全域を監視パトロールする。

1140 山梨県 B 忍野村 自治会 村内一斉清掃 4月1日 村内 河川、道路などを村民参加にて清掃する。

1141 山梨県 B 南部町 町民 環境整備デー 7月上旬 町内
町民全員の参加で、地域の道路及び河川の清掃のほか不法投
棄のパトロールを行う。

1142 山梨県 B 南部町 町民 町内一斉ごみ０作戦 11月下旬 町内 町民全員の参加で、地域の環境美化活動を行う。

1143 山梨県 A 富士川町 - 不法投棄パトロール 年間 町内 不法投棄多発地帯のパトロールを実施する。
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1144 山梨県 B 富士川町 各自治会 クリーンキャンペーン 5月、6月、9月 町内 町民によるクリーンキャンペーンを実施する。

1145 山梨県 A 都留市 - 監視パトロール 年間 市内
美化推進指導員と美化協力員による不法投棄の監視パトロール
及び周辺の清掃を実施する。

1146 山梨県 A 富士吉田市 委託業者
不法投棄一斉強化パト
ロール

調整中 市内
富士山世界文化遺産登録を控え、関係団体や委託業者等と協力
し、強化パトロールを実施する。

1147 山梨県 D 富士吉田市 - 不法投棄防止の普及啓発 調整中 -
富士山世界文化遺産登録を控え、不法投棄防止の啓発を周知す
る。広報誌やホームページ、報道関係により住民等へ広く周知す
る。

1148 長野県 ADG
大町市ごみ不法投棄
監視ウィーク

-
全国一斉不法投棄監視
ウィーク

5月30日～6月5日 大町市内各地 職員による巡視・回収活動、啓発活動等を行う。

1149 長野県 AB 大町市連合自治会 -
河川等へのごみの不法投
棄防止月間

6月中 大町市内各地 自治会ごとに河川パトロール等を実施する。

1150 長野県 AB 大町市 -
市環境保全推進員による
清掃

5月下旬 市内不法投棄現場
各地区から1名程度を推進員に委嘱し、地区の巡視や回収活動
等を行う。

1151 長野県 AB
大町市老人クラブ連
合会

- 社会奉仕の日 9月 大町市内各地
各老人クラブが敬老の日を中心として市内各地の道路などの清
掃活動を行う。

1152 長野県 AB
シルバー人材セン
ター

- 社会奉仕活動 10月 大町市内各地 会員の皆さんにより、市内の清掃活動等を行う。

1153 長野県 AB 大町市婦人会 - 一斉清掃 5月1日
国道148号線沿い約
10㎞

婦人会による主要幹線道路国道148号線のポイ捨てごみの回収
を行う。

1154 長野県 A 大町市 - 市環境保全推進員活動 通年 大町市内各地
各地区に配置している環境保全推進員に地区の巡視や不法投
棄（ポイ捨てごみ）の回収活動を随時行う。

1155 長野県 AB
大町市美麻地区自治
会

- 美化活動 6月1日 地域内清掃
美麻地区の自治会が自主的に沿線等のポイ捨てゴミの回収を行
う。

1156 長野県 A 中野市 - 監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 不法投棄防止のため、早朝及び夜間の監視パトロールを行う。

1157 長野県 D 中野市 - 不法投棄防止啓発 6月5日 市内全戸 広報紙による不法投棄防止の啓発を行う。
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1158 長野県 CＦG 中野市 - 信州中野環境祭 9月5日 中野市市民会館 パネル展示等による不法投棄防止啓発を行う。

1159 長野県 A 中野市 - 不法投棄防止の巡回 4月1日～3月31日 市内
不法投棄を迅速に発見し、再発防止を防ぐため、環境公害防止
指導員（14名）による巡回を行う。

1160 長野県 B 中野市衛生自治会 - 市民大清掃 5月11日、11月2日 中野市 期日を定め、市内各区で一斉に地域清掃等の美化活動を行う。

1161 長野県 B
松本市
松本市環境衛生協議
会連合会

- ごみゼロ運動 5月25日 市内
4班に分かれて、ポイ捨て防止の啓発及び市中心部の散乱ごみ、
空き缶等の収集、清掃活動を実施する。

1162 長野県 B
松本市
松本市環境衛生協議
会連合会

- ポイ捨て防止啓発活動 年4回 松本駅前等
ポイ捨て防止啓発活動（ポケットティッシュの配布・広報車での呼
びかけ等）及び駅周辺の清掃活動を実施する。

1163 長野県 C
松本市
松本市買い物袋持参
運動推進市民の会

- ノーレジ袋デー 偶数月の毎月5日
松本市内協力店１８
店舗

買い物袋の持参率調査及び買い物袋持参啓発活動を実施する。

1164 長野県 B
日本たばこ産業㈱
松本市

-
拾えば街が好きになる運
動（まつもと市民祭り松本
まつり）

11月3日
松本市営大手門駐
車場

一般市民と「まつもと市民祭り松本まつり」会場内の清掃活動を
実施する。

1165 長野県 B
松本市
松本市環境衛生協議
会連合会

-
散乱空き缶等追放キャン
ペーン

10月26日 市内
４班に分かれて、ポイ捨て防止の啓発及び市中心部の散乱ご
み、空き缶等の収集、清掃活動を実施する。

1166 長野県 G
松本市消費生活展実
行委員会

- 松本市消費生活展 10月25日
松本市あがたの森
文化会館他

買い物袋持参運動の推進、環境にやさしい取組み等の展示を行
う。

1167 長野県 B 上田市 - ゴミゼロ運動 5月25日
上田駅前、浅間サ
ンライン、丸子小牧
線

市職員による一斉美化活動を実施する。

1168 長野県 A 岡谷市 - 不法投棄監視パトロール 6月 市内 市職員による監視パトロールを実施する。

1169 長野県 B 岡谷市・衛生自治会 - 諏訪湖及び河川一斉清掃 5月25日
岡谷市諏訪湖周辺
及び河川

市民参加の清掃活動を実施する。

1170 長野県 D 岡谷市 - 不法投棄防止の啓発 6月 市内 市ＨＰ、広報で不法投棄防止の啓発記事掲載を行う。
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1171 長野県 B 岡谷市・衛生自治会 - 諏訪湖周一斉清掃 10月19日 岡谷市諏訪湖周辺 市民参加の清掃活動を実施する。

1172 長野県 A 岡谷市 - 不法投棄防止看板設置 随時 市内 不法投棄常習箇所への看板設置を行う。

1173 長野県 B 羽場連合壮年会 -
大平街道クリーンキャン
ペーン

11月上旬 飯田市大平街道 不法投棄ごみ回収作業を実施する。

1174 長野県 B 羽場連合壮年会 -
大平街道クリーンキャン
ペーン

6月上旬 飯田市大平街道 不法投棄ごみ回収作業を実施する。

1175 長野県 B
伊賀良まちづくり委員
会

-
林道鳩打線・沢城線クリー
ンキャンペーン

11月中旬
飯田市道沢城湖
線、鳩打線

不法投棄ごみ回収作業を実施する。

1176 長野県 B 三穂まちづくり委員会 - 不法投棄回収作業 5月25日 飯田市水晶山 不法投棄ごみ回収作業を実施する。

1177 長野県 B
竜丘地域づくり委員
会

- 竜丘クリーン運動 5月25日 飯田市道６５号線 不法投棄ごみ回収作業を実施する。

1178 長野県 D 飯田市環境課 -
「平成26年度春のごみゼロ
運動」啓発運動

5月19日 JR飯田駅前 春のごみゼロ運動への啓発運動を行う。

1179 長野県 D 飯田市環境課 - 不法投棄防止啓発 6月上旬
飯田市ホームペー
ジ

不法投棄防止啓発記事の啓発掲載を行う。

1180 長野県 A 飯田市環境課 - 夜間パトロール 5月下旬 飯田市 不法投棄夜間パトロールを実施する。

1181 長野県 D 飯田市 -
ごみ散乱等防止に関する
ポスター募集

9月上旬（応募締
切）

飯田市内小学校 ポスター募集と優秀作品による啓発を行う。

1182 長野県 H 飯田市 - 環境フェア 調整中 飯田文化会館 環境に関するイベントを実施する。

1183 長野県 B
飯田市・各まちづくり
委員会

-
全市一斉水辺等美化活動
日

7月上旬 市内 一斉水辺等美化活動を実施する。

1184 長野県 A 飯田市環境課 - 夜間パトロール 8月、10月 市内 不法投棄夜間パトロールを実施する。
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1185 長野県 B
諏訪市、諏訪市衛生
自治連合会

- 春の一斉清掃 5月25日等
諏訪市諏訪湖畔、
上川河川敷、居住
地区等

清掃活動を実施する。

1186 長野県 A
諏訪市、諏訪市衛生
自治連合会

- 不法投棄パトロール 6月下旬 市内 パトロールを実施する。

1187 長野県 G 諏訪市 - ごみの分別啓発
6月23日～6月27
日

諏訪市役所ロビー 啓発活動を実施する。

1188 長野県 A 諏訪市 -
散乱ごみのない美しいまち
づくり事業

4月～.3月 市内 -

1189 長野県 B
諏訪市、諏訪市衛生
自治連合会

- 秋の一斉清掃 10月19日
諏訪市諏訪湖畔、
居住地区等

清掃活動を実施する。

1190 長野県 B
須坂市・須坂市環境
衛生推進協議会

-
市制60周年記念町並みク
リーン＆ウォーク作戦

5月25日
須坂市街地、406号
線沿、市内幹線道
路沿

ポイ捨てゴミの回収等一斉美化活動を実施する。

1191 長野県 AB 信濃川を守る協議会 - 河川パトロール 5月15日
須坂市千曲川河川
敷、市内1級河川河
川敷

不法投棄パトロール、大量の投棄物の回収、警察への通報を行
う。

1192 長野県 CE
須坂市、女性団体連
絡協議会

-
市制60周年記念もったいな
い市

5月31日
須坂市上高井郡役
所

フリーマーケット、リユース品の販売などを行う。

1193 長野県 D 須坂市 - ごみ減量広報 6月 市内 ごみ減量、生ごみ堆肥化に関する記事を広報に掲載する。

1194 長野県 A 須坂市 - 不法投棄防止パトロール 毎週3回 市内
シルバー人材センターに委託して、週３日間１日６時間パトロール
及びポイすてごみの回収を行う。

1195 長野県 A 須坂市 -
市民ボランティアパトロー
ル

通年
市内、須坂市内幹
線道路沿、河川敷
等全域

市内32名の方が登録し、随時不法投棄監視、ポイ捨てごみの回
収を行う。

1196 長野県 C
須坂市、女性団体連
絡協議会

- エコサポートすざか
毎週土・日（9:30
～11:30）

須坂市旧上高井郡
役所

毎週資源物回収やリユース品の販売、生ごみ堆肥化の普及に努
める。

1197 長野県 B 須坂市 -
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱパトﾛｰﾙ員との回
収作業

年間不定期に3回
程度

須坂市内幹線道路
沿、河川敷

条例によるボランティアパトロール員との市職員によるポイすてご
みの回収を行う。
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1198 長野県 B 須坂市 - 市内、河川清掃 4月5日
須坂市臥竜公園周
辺

桜の開花前にポイ捨てごみの回収、美化活動を実施する。

1199 長野県 Ｆ
須坂市、女性団体連
絡協議会

- エコ探検隊 8月（2回）
須坂市上高井郡役
所、清掃センター

小学生を対象にした施設見学、環境教育活動を行う。

1200 長野県 B 市内各自治会 - 市内一斉清掃 11月17日 須坂市 町内、河川敷のごみ拾い、草刈、低木の伐採などを実施する。

1201 長野県 A 小諸市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日
小諸市内道路及び
河川

パトロール及び不法投棄ごみ回収を実施する。

1202 長野県 A 小諸市 - 不法投棄監視パトロール 通年
小諸市内道路及び
河川

パトロール及び不法投棄ごみ回収を実施する。

1203 長野県 B 小諸市 -
環境美化行動の日（ごみゼ
ロ運動）

5月31日
公園、道路及び河
川

ごみ拾いを実施する。

1204 長野県 A
小諸市、軽井沢町、
御代田町

- 不法投棄監視パトロール 5月～6月
小諸市、軽井沢町、
御代田町

小諸市、軽井沢町、御代田町共同事業検討会（専門部会）におい
て、三市町合同で不法投棄監視パトロール等を行う。

1205 長野県 B 伊那市 - 散乱空き缶等一斉収集 6月15日 市内 各地区衛生自治会による一斉収集を実施する。

1206 長野県 C 伊那市 - 衣類回収事業 調整中 市内
可燃ごみに含まれる布類のうち、リユース可能な衣類を回収す
る。

1207 長野県 B 伊那市 - 散乱空き缶等一斉収集 3月、11月 市内 各地区衛生自治会が一斉収集を実施する。

1208 長野県 C 伊那市 - 伊那市環境展2014 10月12日
伊那勤労者福祉セ
ンター体育館・伊那
市民体育館

パネル展示などを行う。

1209 長野県 A 駒ヶ根市 - 不法投棄パトロ－ル 毎日 市内 パトロールを実施する。

1210 長野県 D 駒ヶ根市 - 環境だより 月1回 駒ヶ根市隣組回覧 -

1211 長野県 C 駒ヶ根市各自治組合 - 資源物回収事業 通年(月1回)
駒ヶ根市各地区資
源物回収所

資源物の回収を行う。
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1212 長野県 C 駒ヶ根市 - 資源物回収事業 通年(月1回)
駒ヶ根市各地区資
源物回収所

資源物の回収を行う。

1213 長野県 C 駒ヶ根市 - 資源物回収事業 毎週(土･日)
駒ヶ根市大田切リ
サイクルステ－ショ
ン

資源物の回収を行う。

1214 長野県 A 駒ヶ根市 -
産業廃棄物放置箇所点検
パトロ－ル

月１回 市内 パトロールを実施する。

1215 長野県 D 駒ヶ根市 - 市報掲載 随時 市内全戸 市報に掲載する。

1216 長野県 B 駒ヶ根市 - 河川一斉清掃 5月25日 市内
小学生・中学生及び一般市民約1万人が参加し市内一円を清掃
する。

1217 長野県 BD
飯山市衛生委員協議
会、飯山市

-
飯山クリーンアクション
2014

5月31日 飯山市 ウォーキングをしながら、沿道のゴミを拾う活動を実施する。

1218 長野県 A
北信地方事務所、飯
山市

- 不法投棄監視パトロール 期間中 市内 市内の不法投棄監視を実施する。

1219 長野県 A 茅野市 -
不法投棄防止監視パト
ロール

5月30日～6月5日 茅野市幹線道路
市内主要幹線道路及び重点監視場所の巡視、不法投棄物の撤
去を行う。

1220 長野県 B
美サイクル茅野、環
境自治会連合会

-
市内クリーンウォーク、アダ
プトプログラム

4月13日、7月5日 茅野市、市内河川
環境自治会及びアダプトプログラム参加団体による市内一斉清
掃を実施する。

1221 長野県 E 美サイクル茅野 -
美サイクル推進大会及び
総会

2月 茅野市役所 環境美化活動団体及び個人表彰、研修会を実施する。

1222 長野県 EＦ
美サイクル茅野、茅
野市

-
高原の都市エコフェスタ
2014

10月25日 茅野市民館 環境活動報告展示、企業展示・講演会を実施する。

1223 長野県 B
美サイクル茅野、環
境自治会連合会

-
市内クリーンウォーク、アダ
プトプログラム

10月5日
茅野市内、市内河
川

環境自治会及びアダプトプログラム参加団体による市内一斉清
掃を実施する。

1224 長野県 B 環境自治会連合会 - 環境自治会研修会 3月
茅野市各地区コミュ
ニティーセンター

分別収集等の説明を行う。

1225 長野県 B 塩尻市 - 春の一斉清掃 6月1日 市内 市民による清掃活動を実施する。
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1226 長野県 B 塩尻市 - エコウォーク 6月28日 市内 市民による清掃活動を実施する。

1227 長野県 B 塩尻市 - 秋の一斉清掃 11月9日 市内 市民による清掃活動を実施する。

1228 長野県 A 千曲市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内 パトロールを実施する（2班体制　年間120日/1班　計240日）。

1229 長野県 B 佐久市衛生委員会 - 市内一斉清掃 6月1日 佐久市 市内の道路、水路及び広場等の清掃を行う。

1230 長野県 B 東御市 - まちをきれいにする月間
5月30日～6月30
日

市内 各区・各団体等による市内の美化・環境保全活動を実施する。

1231 長野県 A 東御市職員労働組合 - クリーンアップ事業 5月1日
東御市内で不法投
棄の多い道路

メーデーの事業として市内の美化・環境保全活動を行う。

1232 長野県 A 東御市 - 不法投棄パトロール 7月1日 市内
環境保全監視員・市職員・関連団体による重点個所のパトロール
を実施する。

1233 長野県 B
各地行政区、学校な
ど

- 安曇野市一斉清掃 6月1日
安曇野市内各公民
館、公園、駅前など

各団体ごとに定めた時間、場所において空缶などのポイ捨てごみ
の回収をする。

1234 長野県 B
安曇野市各地行政
区、学校など

- 安曇野市一斉清掃 11月9日
安曇野市内各公民
館、公園、駅前など

各団体ごとに定めた時間、場所において空缶などのポイ捨てごみ
の回収をする。

1235 長野県 G
安曇野市・実行委員
会

- 安曇野環境フェア2014 10月11、10月12日 堀金総合体育館 不法投棄防止パネル等の展示を行う。

1236 長野県 B 小海町各自治会 - ゴミの一斉清掃 5月中 小海町内各地区 各地区でのごみ収集活動及びパトロールを実施する。

1237 長野県 A 小海町 - 国道・林道パトロール 5月中 町内各地 国道の美化活動を行うと共に、林道等をパトロールする。

1238 長野県 B 佐久穂町及び各地区 - 環境美化運動 5月25日 町内各地区 地元区や常会単位で空き缶やゴミ拾いを一斉に実施する。

1239 長野県 A 佐久穂町 - 不法投棄監視パトロール
不定期（月2回程
度）

町担当地区
不法投棄監視連絡員（８名）が月２回ほど、担当地区をパトロール
する。
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1240 長野県 B 川上村公民館 -
源流の郷クリーンアップ運
動

4月、5月 川上村 各分館ごとに地区住民による沿道等の一斉清掃を行う。

1241 長野県 A NPO 南牧村 不法投棄廃棄物処理業務 6月4日
南牧村主要幹線道
沿線

主要幹線道沿線のゴミ拾いを行う。

1242 長野県 A 南牧村 - 不法投棄監視パトロール 5月30日 村内常習箇所 不法投棄が頻発している箇所の見回りを行う。

1243 長野県 Ｂ 南牧村全財産区 - 村内清掃 4月20日、4月27日 南牧村各集落内 全戸から1名以上の出役で、不法投棄廃棄物の収集を行う。

1244 長野県 B 南牧村野辺山区 - 村内清掃 4月28日
南牧村野辺山集落
内

全戸から１名以上の出役で、不法投棄廃棄物の収集を行う。

1245 長野県 A 南相木村観光協会 -
ゴミ拾い及び不法投棄パト
ロール

5月28日 南相木村 村内の道路沿いのゴミ拾いを実施する。

1246 長野県 A
南相木村ボランティア
の会

-
ゴミ拾い及び不法投棄パト
ロール

4月26日 南相木村 村内の道路沿いのゴミ拾いを実施する。

1247 長野県 B
軽井沢５３０運動連絡
会

- 530運動の日 5月31日 軽井沢町内3箇所
軽井沢530運動連絡会を主体とし、軽井沢高原を美しくする会、軽
井沢町連合衛生委員会、軽井沢町等で一斉清掃を行う。

1248 長野県 B 御代田町住民 - 区域清掃
4月中旬～5月上
旬

御代田町 町内全域で住民による清掃活動を行う。

1249 長野県 Ｆ 御代田南小学校 - 社会科見学 7月中旬
井戸沢一般廃棄物
最終処分場

小学生が環境教育の一環として最終処分場を見学する。

1250 長野県 B 御代田町民 - 町を美しくする日 9月下旬 御代田町 町内全域で住民による清掃活動を行う。

1251 長野県 D 御代田町 - 広報活動 通年 町内 広報誌・ホームページ等にて普及啓発を行う。

1252 長野県 A 立科町 - 不法投棄監視パトロール 毎月2回 町内 監視員6名によりパトロールを実施する。

1253 長野県 B 立科町・分館 - 立科町を美しくする日 7月27日 立科町 町内33分館単位で清掃活動等を実施する。
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1254 長野県 H 立科町・実行委員会 - 環境フェア 7月21日
立科町権現山運動
公園屋内運動場と
周辺

各種環境関連団体による取り組み紹介や環境保全に関わる啓
発・展示を行う。

1255 長野県 H 立科町各種団体 - ボランティアごみ拾い活動 随時 町内 各種団体等による町内の清掃活動を実施する。

1256 長野県 A
信濃川を守る協会（事
務局：上田市）

- 春の河川パトロール 5月23日
長和町内、主要河
川

衛生専門委員、駐在、町担当者等による主要河川の不法投棄の
状況確認及びゴミの回収を実施する。

1257 長野県 B 青木村 - 青木村環境美化運動 5月25日 村内主要道路
ボランティアによる村内主要道路の空き缶等のごみ拾いを実施す
る。

1258 長野県 B 青木村 - 河川清掃 4月～5月 村内各地区 各自治会による、河川のゴミ拾い清掃を実施する。

1259 長野県 A 青木村 - 監視・ゴミ拾いパトロール 随時 青木村内 村内沿線（主に峠）を中心にパトロール等を実施する。

1260 長野県 B
下諏訪町
各種団体

- 環境の日一斉清掃 5月25日
下諏訪町諏訪湖岸・
国道142号線・県道
八島高原線

地区衛生自治会を中心とする住民が、地区によって割り振られた
場所の清掃を行う。

1261 長野県 AD
下諏訪町・衛生自治
会連合会

-
ごみ出しルールの徹底と分
別収集強化月間

5月～6月 町内各所 ごみ地区収集場所のチェック・巡回・指導及び啓発を行う。

1262 長野県 B 下諏訪町 -
新人職員研修国道142号
線清掃

5月1日
下諏訪町国道142号
線新和田トンネル下
周辺

新人職員（26年度・25年度採用職員）により、トラック等からポイ捨
てされたビール缶・ジュース缶・ペットボトル等のごみの収集を行
う。

1263 長野県 A 下諏訪町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視連絡員による巡回パトロールと投棄物収集。県監
視員と町監視員が合同で行う。

1264 長野県 B
諏訪湖浄化推進連絡
協議会・各種団体等

- 諏訪湖清掃 通年 諏訪湖岸 諏訪湖岸清掃を実施する。

1265 長野県 B
下諏訪町・各種団体・
住民等

- 秋季一斉清掃 10月20日 諏訪湖岸等 清掃活動をを実施する（環境の日一斉清掃の秋版）。

1266 長野県 B 富士見町地域住民 - クリーンデー 6月1日 富士見町 -
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1267 長野県 B 原村地域住民 - ごみゼロ統一行動 5月26日 原村 地区内の河川、道路等公共の場所の清掃を実施する。

1268 長野県 D 原村 - 広報等による啓発活動 期間内 村内 有線放送及びホームページを利用した啓発を行う。

1269 長野県 D 原村 - 不法投棄防止活動 通年
村内不法投棄が多
発する場所

不法投棄防止のための看板設置等を行う。

1270 長野県 A 辰野町 -
不法投棄監視員によるパト
ロール

通年 町内 パトロールを実施する。

1271 長野県 B 辰野町 - 春の530清掃日 5月25日 町内 清掃活動を実施する。

1272 長野県 B
箕輪町、箕輪町衛生
部

- 環境美化統一行動 5月25日 一円 一斉美化活動を実施する。

1273 長野県 B
箕輪町不法投棄監視
員

- 不法投棄監視パトロール 随時 箕輪町
町から任命した不法投棄監視員による町内の監視パトロールを
実施する。

1274 長野県 B 南箕輪村各地区 - 環境美化活動 5月26日 村内 住民によるごみ拾いを実施する。

1275 長野県 D 南箕輪村 - 広報活動 6月1日 村内 村広報誌への不法投棄防止啓発記事掲載を行う。

1276 長野県 Ｆ 南箕輪村北殿区 - 出前講座 5月
南箕輪村北殿公民
館

ごみ処理・リサイクル等についての講座を開催する。

1277 長野県 C 南箕輪村消費者の会 - 廃油石けんづくり 6月 南箕輪村役場 廃油を利用した石けん作りを行う。

1278 長野県 A 南箕輪村 - 不法投棄監視パトロール 通年 村内 不法投棄監視員７名による村内パトロールを実施する。

1279 長野県 B 飯島町 - ごみゼロの日運動 5月25日 町内 町内各自治組織・住民団体による美化活動を実施する。

1280 長野県 A 飯島町 - ゴミゼロ啓発活動 6月 町内 職員・関係団体によるパトロール・啓発看板整備を行う。
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1281 長野県 A 松川町 - 環境調査員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 12回／年 町内
町内ごみステーション、町内不法投棄箇所等でのパトロールを実
施する。

1282 長野県 A 中川村役場 -
環境美化運動に伴う空き
缶等収集

5月16日
中川村内8箇所（国
道沿いや重点箇所）

約80人体制で不法投棄物を回収・分別・処理する。

1283 長野県 B
宮田村各区、衛生部
長会

- 環境美化運動 5月25日 宮田村 道路、河川などのポイ捨てごみの回収・分別・廃却を実施する。

1284 長野県 A 高森町 - 不法投棄監視パトロール 6月2日、6月5日 町内 パトロールを実施する。

1285 長野県 D 高森町 - 広報紙による啓発 5月 町内全戸 広報たかもり内「環境のページ」欄に記事掲載を行う。

1286 長野県 B 高森町、自治会 -
ごみ０運動
春の環境の日

5月11日、11月2日 町内 一斉ゴミ拾いを実施する。

1287 長野県 B 阿南町 - ごみゼロの日 5月25日 町内
統一美化キャンペーンの一斉行動の日に合わせて町内一円の空
き缶拾いを実施する。

1288 長野県 B
各集落・各自治会
公共機関

- ゴミゼロ運動 5月25日 村内 環境美化・ゴミ拾いを実施する。

1289 長野県 D 阿智村 -
環境美化啓発活動（全国ご
み不法投棄監視ウィークの
周知）

5月30日～6月5日 村内 住民周知回覧文書にて啓発を行う。

1290 長野県 A
阿智村役場職員、不
法投棄監視員

- 不法投棄監視パトロール 随時(年間事業) 村内
不法投棄の発見・不法投棄者の特定作業を行う（警察との連
携）。

1291 長野県 B 平谷村 - 珍珍幕府春の陣 5月31日 村内 村内一斉美化活動を実施する。

1292 長野県 B 根羽村 - ゴミゼロ運動 5月25日 村内
清掃活動を実施する（国道・県道：婦人会、国道・河川：一般村
民、公共施設：老人クラブ）。

1293 長野県 A 根羽村 - 不法投棄監視パトロール 6月16日 村内 パトロールを実施する。

1294 長野県 D 下條村 - 村内音声告知啓発 5月中
村内各家庭・事業所
等

村内音声告知放送により環境美化等について啓発を行う。
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1295 長野県 B 下條村 - ごみゼロ一斉行動日 5月25日 村内 村内一斉に全村民による、ごみの不法投棄物の回収を行う。

1296 長野県 D 下條村 - 空き缶持ち帰り運動 5月30日 下條村国道待避所
通行車両100台に対し、環境美化のチラシ・花の種子・そば饅頭な
どノベルティ配布による啓発を行う。

1297 長野県 B 売木村 - 環境美化作業 6月2日 村内 530運動を実施する。

1298 長野県 B 天龍小学校 - 天龍ピカピカ大作戦 5月
天龍村主要地方道
飯田・富山佐久間線
及び村道

ゴミ拾いを実施する。

1299 長野県 B 天龍小学校 - 天龍ピカピカ大作戦 10月
天龍村主要地方道
飯田・富山佐久間線
及び村道

ゴミ拾いを実施する。

1300 長野県 A 天竜村 - 不法投棄監視カメラ設置 4月～6月 村内（県道沿い） 監視カメラ設置による不法投棄監視を実施する。

1301 長野県 A 泰阜村 - 防止啓発事業 6月1日 村内 職員による不法投棄品の回収及びパトロールを実施する。

1302 長野県 D 泰阜村 - 防止啓発事業 5月31日、6月1日 村内 広報無線及びケーブルテレビによる広報を行う。

1303 長野県 D 泰阜村 - 不法投棄監視パトロール 週2回 村内
不法投棄監視連絡員を委託し、パトロールを兼ねて軽微な不法
投棄物の回収を行う。

1304 長野県 BA 喬木村 - 全村一斉環境美化運動 5月18日 村内各地区
住民による道路・河川に捨てられている空き缶、ビン等の収集を
実施する。

1305 長野県 D 豊丘村 - 不法投棄防止啓発 5月30日～6月5日 豊丘村有線加入者 有線放送及び文字放送による普及啓発を行う。

1306 長野県 A 豊丘村 - 不法投棄監視パトロール 通年 村内 不法投棄監視員によるパトロールを実施する。

1307 長野県 A 大鹿村 - 環境パトロール 4月～11月 村内
村の環境委員（10名）が2人1組で村内を5区域に分けパトロール
を実施する。

1308 長野県 B 渓流サミット小渋川 - 一斉美化活動 4月29日
大鹿村内の一級河
川
及び主要道路

地域住民による一斉美化運動を実施する。
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1309 長野県 B 大鹿村 - 一斉美化活動 10月26日 村内の主要道路 地域住民による一斉美化運動を実施する。

1310 長野県 B 上松町 - 環境美化運動の日 5月30日 町内・国道・河川等
ゴミゼロ運動の日に併せて、参加団体に不法投棄物の監視回収
を行う。

1311 長野県 B
南木曽町衛生自治連
合会

- 町内一斉清掃 4月20日 南木曽町 町民による町内一斉清掃を実施する。

1312 長野県 C
南木曽町衛生自治連
合会

- 分別収集地区指導 通年
南木曽町各地区ス
テーション

地区衛生委員によるステーション指導を行う。

1313 長野県 B
南木曽町、衛生自治
連合会

- 町内一斉清掃 9月28日 町内 町民による町内一斉清掃を実施する。

1314 長野県 A 南木曽町 -
ポイ捨て防止監視パトロー
ル

通年 国道沿線等 公募したパトロール員によるパトロールを実施する。

1315 長野県 B
開田地域協議会15行
政区

- 一斉清掃 5月6日 開田高原地域全域 各地区で不法投棄、ポイ捨て等のゴミ回収を実施する。

1316 長野県 B
日義地域自治協議会
他12団体

- 一斉清掃 4月21日 日義地域全域 各地区で不法投棄、ポイ捨て等のゴミ回収を実施する。

1317 長野県 B 三岳地域6行政区 - 一斉清掃
4月20日～5月20
日

三岳地域全域
各地区で不法投棄、ポイ捨て等のゴミ回収を実施する（地区単位
で都合の良い日に実施）。

1318 長野県 B 開田中学校 - 一斉清掃 5月2日 開田高原地域全域 清掃活動を実施する。

1319 長野県 B 木曽福島地域協議会 - 一斉清掃 5月25日 本町親水公園他 清掃活動を実施する。

1320 長野県 B 木曽福島区長会 - 一斉清掃 5月25日 木曽福島地区33区 清掃活動を実施する。

1321 長野県 B 王滝村 - 春の村内美化清掃 5月20日
王滝村各地区及び
主要幹線道路

ごみ拾いを実施する。

1322 長野県 A 木祖村 - 環境美化パトロール 5月～11月 村内 週１回、パトロールを実施する。
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1323 長野県 B 木祖村 - ごみゼロ運動 4月20日 村内 清掃活動を実施する。

1324 長野県 A 大桑村 -
不法投棄防止監視パト
ロール

6月1日 村内 村が委託した監視パトロール員による巡視を行う。

1325 長野県 G
大桑村社会福祉協議
会

- 福祉健康まつり 6月1日 村民体育館 不法投棄防止に向けたＰＲ（ティッシュ等の配布）を行う。

1326 長野県 A 麻績村 - 不法投棄防止パトロール 月１回 村内 村職員により、不法投棄のパトロール及び回収撤去を実施する。

1327 長野県 B
麻績村社会福祉協議
会、麻績村

- 麻績村内ごみ拾い 6月16日
麻績村県道丸子信
州新線他

村民有志（主に小学生と親）による県道沿いのごみ拾い等を実施
する。

1328 長野県 B 生坂村民 - ごみゼロの日 6月1日 生坂村 環境美化運動（ごみ拾い）を実施する。

1329 長野県 A 山形村 - 環境整備 5月12日 清水高原 清水高原の環境美化を実施する。

1330 長野県 B
環境整備委員会（山
形村）

- 春の環境整備 6月1日 山形村集落内
公共施設、各区の施設の清掃及び空き缶、ごみ拾い、河川清掃
及び不法投棄のパトロールと回収を実施する。

1331 長野県 B
環境整備委員会（山
形村）

- 秋の環境整備 9月28日 山形村集落内
公共施設、各区の施設の清掃及び空き缶、ごみ拾い、河川清掃
及び不法投棄のパトロールと回収を実施する。

1332 長野県 B 鎖川愛護会 - 鎖川環境美化活動 4月13日 朝日村鎖川2ｋｍ 河川のごみ拾い及び流木の伐採を実施する。

1333 長野県 A 朝日村 -
常習箇所の監視パトロー
ル

5月30日 朝日村内常習5箇所 常習箇所の特にひどい箇所について、監視を強化する。

1334 長野県 A 朝日村 - 一斉美化活動の啓発 5月26日 村内全戸 告知放送で5月25日一斉美化活動の実施を依頼する。

1335 長野県 B 朝日村地域住民 - 地域住民による美化活動 4月～6月 朝日村村 地域住民による地区ごとの草刈り、ゴミ拾いを実施する。

1336 長野県 B 朝日村職員会 -
職員等による一斉美化活
動

5月30日

朝日村内公共施設
周辺・道路、鎖川、
スキー場、キャンプ
場周辺

ごみ拾い、草刈りを実施する。
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1337 長野県 A 筑北村 - 不法投棄監視パトロール 5月23日 村内 ごみの不法投棄監視パトロールを実施する。

1338 長野県 A 筑北村 - 河川パトロール 5月22日 村内の主要河川 河川を重点的にパトロールを行う。

1339 長野県 B 筑北村 - ごみゼロ運動 5月25日
筑北村内主要道路
沿い

県の一斉行動日を先行して行う。

1340 長野県 C 池田町 - 粗大ごみ回収 6月8日
池田町役場
多目的研修セン
ター

粗大ごみ、家電リサイクル対象品、乾電池、灰の回収を実施す
る。

1341 長野県 B 池田町 - クリーン運動 5月1日、10月5日
池田町高瀬川左岸
堤防道路ほか

不法投棄物（空き缶、ペットボトル、タイヤ、家電、家庭ごみ等）回
収を実施する。

1342 長野県 A 松川村 - 不法投棄パトロール 期間中 村内
山間部など不法投棄が懸念される場所を重点的にパトロールす
る。

1343 長野県 B
松川村・松川村商工
会・各区

- クリーンキャンペーン 5月31日 村内 ごみゼロ運動に併せ村内一斉にクリーンキャンペーンを行う。

1344 長野県 A 松川村 - 不法投棄パトロール 不定期 村内 不法投棄がないか不定期にパトロールを行う。

1345 長野県 D 白馬村 - 不法投棄監視ウィーク 5月30日～6月5日 村内 広報無線、ホームページによる啓発を行う。

1346 長野県 A 白馬村 - 不法投棄監視パトロール 毎週月曜日 村内 監視パトロール及び廃棄物の回収を実施する。

1347 長野県 A 白馬村 - 衛生週間 4月、10月 村内 通報または廃棄物の回収を実施する。

1348 長野県 B 坂城町 - 不法投棄パトロール 年間 町内 パトロール及び投棄物の撤去を実施する。

1349 長野県 B
坂城町・坂城町ライオ
ンズクラブ

-
千曲川クリーンキャンペー
ン

4月20日 千曲川河川敷3会場 -

1350 長野県 A 小布施町 -
不法投棄防止指導員によ
る巡回

5月25日 町内
町が委嘱した43名の不法投棄防止指導員による町内の不法投
棄防止・早期発見のため巡回を行う。
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1351 長野県 B
小布施町、自治会、
環境美化協議会

- 環境美化運動の日 5月25日 町内 自治会等を単位に町内一斉で環境美化活動を行う。

1352 長野県 D 小谷村 - 広報掲載等普及・啓発 5月28日～6月5日 村内
村広報、CATV、音声告知放送等により、不法投棄防止の広報活
動を実施する。

1353 長野県 AB 高山村・牧場区 - 空缶・ごみ一斉収集事業 5月上旬 高山村山田牧場 地元区及び関係機関により、空缶・ごみ一斉収集を実施する。

1354 長野県 A 高山村 - 空缶・ごみ持ち帰り運動 5月25日
高山村県道大前須
坂線樋沢橋周辺

通行車両に啓発用物品を配布し、観光客等に対し、啓発活動を
実施する。

1355 長野県 A 地区(26区)衛生組合 - 地区内一斉ごみ収集事業
4月下旬～5月上
旬

高山村行政区内 地区の河川及び道路に不法投棄されたごみを収集する。

1356 長野県 H 高山村 - 環境サポーター巡回事業 通年 村内
行政区（26区）から1名を環境サポーターの推薦により、月3回程
度巡回の上、不法投棄されたごみの収集及び不法投棄の報告を
行う。

1357 長野県 D 山ノ内町 - 広報誌による啓発 5月25日 町内 「広報誌やまのうち」に啓発記事を掲載する。

1358 長野県 D 山ノ内町 - 有線放送による啓発 5月30日～6月5日 町内 有線定時放送による啓発を行う。

1359 長野県 A 山ノ内町 - パトロール 5月30日～6月5日 町内 長野県不法投棄監視連絡員によるパトロールを実施する。

1360 長野県 B 山ノ内町自治会ほか - 地域一斉美化活動 4月～5月 山ノ内町 地域自治会等による不法投棄物の回収を実施する。

1361 長野県 D 山ノ内町 - 広報誌掲載 7月、11月 町内 広報誌による啓発を行う。

1362 長野県 B
木島平村保健衛生自
治連合会、木島平村

- 全村一斉環境保護行動日 5月30日等 村内 村内の各地区で、路上ごみの回収を行う。

1363 長野県 AC 木島平村 - 休日エコステーション 毎月最終日曜日
資源回収拠点（村
内）

役場に資源物の回収場所を設け回収を行う。

1364 長野県 D 木島平村 - CATVによる啓発 随時 村内 ごみの分別方法等、環境・衛生に関する啓発を行う。
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1365 長野県 D 野沢温泉村 - 啓発活動 5月～6月 村内 村内のCATVの活用等による啓発活動を行う。

1366 長野県 B 野沢温泉スキー場 - スキー場内ごみ拾い 5月上旬 野沢温泉スキー場 ごみ拾いを実施する。

1367 長野県 A 野沢温泉村地域住民 - 不法投棄パトロール 通年 村内 パトロールを実施する。

1368 長野県 B 信濃町 - 環境美化運動 5月25日 町内
町内企業、及び公害防止協力員、地区総代に呼びかけ、自分の
地域（公民館単位）でゴミ拾いを実施する。

1369 長野県 D 信濃町 -
不法投棄防止について広
報

6月1日 町内
「ぜったいやめよう不法投棄」と題し、啓発として広報へ掲載す
る。

1370 長野県 B
飯綱町、飯綱町ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ連絡会、飯綱町
社会福祉協議会

- 町内一斉清掃 4月13日 町内
各区、組による一斉清掃を実施する（ボランティアによる主要幹線
道路のごみ拾い）。

1371 長野県 B
飯綱町、飯綱町ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ連絡会、飯綱町
社会福祉協議会

- 空き缶拾いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 11月
飯綱町内主要幹線
道路沿い

ボランティアによる主要幹線道路沿いのごみ拾いを実施する。

1372 長野県 C 小川村商店 - レジ袋削減運動 2月 小川村内商店 村内商店の協力を得て、レジ袋削減と有料化を実施する。

1373 長野県 A 栄村 - 監視パトロール 6月5日 村内
村担当部局職員・不法投棄監視員による合同村内パトロールを
実施する。

1374 長野県 B 栄村 - 村内一斉美化活動
5月10日～5月11
日

村内 各集落単位で早朝より不法投棄ゴミ拾いを実施する。

1375 長野県 B 長和町 -
和田地区町民による道路
清掃ボランティア

6月8日
長和町和田地区国
道

国道１４２号線上和田地域（旧道下諏訪町境・新和田トンネル料
金所～大出発電所）にて道路清掃を実施する。

1376 長野県 B 長和町 -
長門地区町民による道路
清掃ボランティア

5月25日
長和町長門地区国
道、主要町道

国道142､152､254号等にて道路清掃を実施する。

1377 長野県 A
小川村職員、地域監
視員

- 監視パトロール 4月30日 小川村主要村道 自治体職員、地域監視員による集中的なパトロールを実施する。

1378 長野県 B
小川村職員、村内事
業者

- 一斉美化活動 5月30日 小川村主要県道 一斉美化活動を実施する。
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1379 長野県 B 小川村衛生組長会 - 一斉美化活動 6月29日 小川村 一斉清掃美化活動を実施する。

1380 長野県 D 飯田市環境課 -
ごみの散乱防止ポスター
バス掲示

5月下旬 飯田市 小学生対象のポスター優秀作品の掲示を行う。

1381 長野県 A 下條村 - 不法投棄パトロール 期間中 村内
監視カメラ設置による不法投棄監視及びパトロールの強化を実施
する。

1382 岐阜県 A 池田町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
町職員とシルバー人材センター職員によるパトロールを実施す
る。

1383 岐阜県 B 池田町 町民
池田町親子クリーンカン
バック作戦

7月1日～8月24日 町内 町民によるクリーン活動を実施する。

1384 岐阜県 B 海津市 自治会 市内一斉美化運動 6月1日、10月19日 市内
5月30日の｢市民環境の日｣の関連事業として、市職員と市民とが
市内全域のごみ拾いをする。

1385 岐阜県 B 恵那市 - ごみゼロ運動 5月30日 市内 恵那市職員によるボランティア清掃を実施する。

1386 岐阜県 D 恵那市 - 広報えなへの記事掲載 5月15日 市広報誌 環境月間についての周知を行う。

1387 岐阜県 A 恵那市 - 不法投棄一斉パトロール 6月3日 市内
不法投棄監視員(市民代表)と市職員で市内の不法投棄重点箇所
を一斉にパトロールを実施する。

1388 岐阜県 D 海津市 - 広報誌による啓発 5月1日 市広報誌
5月30日の「市民環境の日」について、市報｢Kaizu｣５月号に掲載
し、啓発する。

1389 岐阜県 A 海津市
（市委嘱の環境パト
ロール員）

不法投棄監視パトロール 通年 市内
市が委嘱した環境パトロール員によるパトロールを実施する。5月
30日前後の一週間を、強化週間とする。

1390 岐阜県 B 各務原市 ボランティア団体 環境美化活動の日 6月第3日曜日 市内 ボランティア団体による市内清掃活動を実施する。

1391 岐阜県 A 各務原市 - 不法投棄監視カメラ設置 随時 市内 不法投棄が多発する場所に監視カメラを設置する。

1392 岐阜県 B 笠松町 町内会 町内一斉清掃 4月6日、12月7日 町内 町内会の協力のもと、町内全域を対象に一斉清掃を実施する。
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1393 岐阜県 A 可児市 - 不法投棄パトロール 随時 市内 市職員と委託職員による市内パトロールを実施する。

1394 岐阜県 G
環境フェスタ実行委員
会　（可児市）

各種団体 環境フェスタ 2月下旬 市内
市民の環境保全意識の高揚を図ることを目的とした展示等及び
小中学校の活動発表を行う。

1395 岐阜県 B 北方町 全町民 河川美化運動 4月13日 町内河川
町内の個人、団体等にボランティア参加を呼びかけ、河川、河川
敷の一斉清掃を実施する。

1396 岐阜県 B 北方町 全町民 町内一斉美化運動 8月3日 町内
全町民による、道路・河川敷等を中心とした一斉清掃を実施す
る。

1397 岐阜県 A 岐南町 - 不法投棄監視パトロール 毎週火・金曜日 町内 町内全域を対象に、不法投棄監視パトロールを実施する。

1398 岐阜県 D 郡上市 -
ごみ減量ケーブルテレビ放
送

通年 - ごみ減量の手法等についてケーブルテレビを通じて放送を行う。

1399 岐阜県 Ｆ 郡上市 - 施設見学 随時
郡上市内ごみ処理
施設

申込があり次第施設等の見学をしていただき、郡上市のごみの
現状について説明を行う。また説明会の要望があれば随時説明
をしに出向く。

1400 岐阜県 B 郡上市互助会 各種団体 河川一斉清掃 5月 市内
建設業組合などの協力を得て、郡上市互助会が市内の河川付近
の不法投棄物を拾う。

1401 岐阜県 B 下呂市 - 530運動 5月30日～6月5日 市内各地 市内各地で各自治会・学校ごとにごみ拾いを実施する。

1402 岐阜県 A 下呂市 - 環境パトロール 5月30日～6月5日 市内
下呂市シルバー人材センターにパトロールを委託し、パトロール
を実施する。

1403 岐阜県 Ｆ 坂祝町 - 小学生施設見学 調整中
ささゆりクリーン
パーク

小学生を対象としたごみ処理施設の見学会を開催する。

1404 岐阜県 B 坂祝町 自治会 町内一斉清掃 4月27日、11月2日 町内
各自治会の協力のもと、町内全域を対象に、一斉清掃を実施す
る。

1405 岐阜県 A 坂祝町 - 不法投棄巡回・回収
通年（原則月・水・
金）

町内
坂祝町シルバー人材センターに委託し、不法投棄巡回パトロール
及び回収を行う。

1406 岐阜県 B 七宗町 自治会 クリーン作戦 5月18日 町内 各自治会において町内全域を対象に一斉清掃を実施する。
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1407 岐阜県 D 白川町 - 広報誌による啓発 6月 町広報誌 不法投棄、野焼き等に関することを掲載する。

1408 岐阜県 A 白川町 - パトロール 随時 町内
可燃ゴミや資源収集、道路パトロールを兼ねてパトロールを実施
する。

1409 岐阜県 B 関ケ原町 自治会 530運動 5月30日前後 町内 5月30日のゴミゼロにちなんで町内一斉にごみ拾いを実施する。

1410 岐阜県 B 関市 各種団体
市民行動日｢ごみゼロの
日｣

5月25日、5月28日 市内
市職員による市内幹線道路沿のボランティア清掃を実施する。条
例で定められた市民行動日として自治会や各種団体を中心に市
内各所で清掃ボランティア活動を実施する。

1411 岐阜県 B 垂井町 町民 相川水辺公園清掃 6月上旬 相川河川敷一帯
役場職員、地域住民（各種団体）、町内企業の参加により、相川
河川敷一帯の清掃活動を行う。

1412 岐阜県 B 垂井町 町民 環境美化デー 8月3日 町内 各自治会単位でそれぞれの地区の清掃活動を一斉に行う。

1413 岐阜県 A 垂井町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
町内の不法投棄多発箇所や林道等発生が予測される箇所を重
点的にパトロールする。

1414 岐阜県 D 垂井町 - 広報誌による啓発 5月 町広報誌
5月30日のゴミゼロにちなんで、不法投棄に関することを掲載す
る。

1415 岐阜県 C
東白川村小中学校、
東白川村連合PTA

- 資源回収
5月18日、9月7
日、2月22日

村内 小学校と中学校のＰＴＡが協働し資源回収を実施する。

1416 岐阜県 Ｆ 飛騨市 - 廃棄物処理施設見学 随時 各施設
市で区長等を対象に見学ツアーを実施。その他、学校や団体等
の見学を随時実施する。

1417 岐阜県 D 飛騨市 - 普及啓発活動 随時 市内 警告看板の設置や回覧、広報誌への掲載等を行う。

1418 岐阜県 A 飛騨市 - 不法投棄監視パトロール
4月1日～11月30
日

市内
不法投棄パトロール員（シルバー人材センター）によるパトロール
及び散乱ごみ回収を実施する。

1419 岐阜県  B 飛騨市各地区 市内団体 クリーン作戦 4月～5月 市内 清掃活動の実施。市内各区、各団体と市が協力して実施する。
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1420 岐阜県 D
まちを美しくする運動
推進会議　（美濃加茂
市）

- 街頭啓発 6月1日
美濃加茂市内スー
パー一円

啓発グッズを配布し、環境美化及び不法投棄撲滅を呼び掛ける。

1421 岐阜県 B 御嵩町 町内自治会 町内一斉清掃 5月11日 町内 各町内自治会協力の下、町内全域を対象に清掃活動を行う。

1422 岐阜県 Ａ 御嵩町 - 不法投棄監視パトロール 毎月4～5回 町内全域
御嵩町シルバー人材センターにパトロールを委託し、パトロール
を実施する。

1423 岐阜県 Ｂ 御嵩町 町内住民、町内企業
可児川クリーンキャンペー
ン

2月14日 可児川周辺
4地区（上之郷・御嵩・中・伏見）の住民・企業の従業員による河川
清掃を実施する。

1424 岐阜県 A 美濃市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
民間警備会社に委託し、市内の不法投棄頻発箇所の監視パト
ロールを実施する。

1425 岐阜県 A 養老町 -
養老町環境保全パトロー
ル事業

通年 町内
養老町シルバー人材センターに委託（2人1組で3組（計6名））で3
ブロックに区分し町内の不法投棄物の収集及び野外焼却の発見
等のパトロールをする。

1426 岐阜県 B 安八町 町内自治会 530運動 4月～5月 町内 町内全域で各自治会ごとにごみ拾いを実施する。

1427 岐阜県 B 羽島市 - 空缶クリーンキャンペーン 6月、9月 市内
幹線道路における空き缶等の不法投棄ゴミを市職員が回収す
る。

1428 岐阜県 A 関ケ原町 自治会 環境美化デー 8月第一日曜 町内
関ケ原町統一環境美化デーとして生活環境の美化と保全のため
町内のごみ拾いを実施する。

1429 岐阜県 Ａ 神戸町 - 環境パトロール 随時 町内
不法投棄が多発する場所を町職員による環境パトロールの実施
及び回収を行う。

1430 岐阜県 B 高山市 市民 クリーン作戦 7月、9月 市内 ボランティアによる清掃活動を実施する。

1431 岐阜県 B 高山市 町内会など 一斉美化活動 随時 市内 自治体、ボランティアなどによる清掃活動を実施する。

1432 岐阜県 Ｆ 高山市 - 施設見学会 随時 市内
小学校、各種団体などの施設見学とごみの分別資源化講習を行
う。
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1433 岐阜県 A 高山市 -
不法投棄、ポイ捨て監視パ
トロール

通年 市内
市内の不法投棄頻発箇所の監視パトロールと警告看板の設置を
行う。ポイ捨て監視パトロール及び指導を実施する。ポイ捨ての
回収を行う。

1434 岐阜県 A 山県市 - 環境パトロール事業 通年 市内
山県市シルバー人材センターに委託し、市内の不法投棄されや
すい場所の監視パトロールやポイ捨てごみの回収を実施する。

1435 岐阜県 A 瑞穂市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 市内の不法投棄多発地域を重点にパトロールを実施する。

1436 岐阜県 B 瑞浪市 市内団体 土岐川河川清掃 6月1日 土岐川 市内団体の参加による土岐川の一斉清掃を実施する。

1437 岐阜県 B 多治見市 - 市内一斉清掃 6月1日 市内
区、町内会の協力のもと、市内全域を対象に、一斉清掃（地域環
境美化運動）を実施する。

1438 岐阜県 D 多治見市 - 市民への啓発 5月30日～6月5日 市内 ＦＭpipi、おりべネットワーク（CATV）への情報提供を行う。

1439 岐阜県 A 多治見市（市職員） - 監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 少量のポイ捨てごみの収集を行う。

1440 岐阜県 B 大垣市 - 清掃活動 6月2日
クリーンセンター周
辺

市職員（清掃関係）による、ごみ拾い活動を実施する。

1441 岐阜県 E 大垣市 - 出前講座 随時 市内各地
自治会・婦人会・学校等各種団体を対象にごみ減量・リサイクル
等について講演を実施する。

1442 岐阜県 Ｆ 大垣市 - 小学生施設見学 4月、5月 クリーンセンター 小学生を対象としたゴミ処理施設の見学、分別学習を実施する。

1443 岐阜県 A 大垣市 - 不法投棄監視 5月30日 市内各地
市職員（清掃関係）による、不法投棄監視活動、ごみ拾いを実施
する。

1444 岐阜県 B 大野町 - 三水川河川清掃 5月25日 三水川 町民による河川のボランティア清掃を実施する。

1445 岐阜県 A 大野町 -
廃棄物不法投棄監視活動
業務

通年 町内 大野町シルバー人材センターに委託し、監視活動を実施する。

1446 岐阜県 B 中津川市 - ごみゼロ運動 5月30日 市内 中津川市職員によるボランティア清掃を実施する。
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1447 岐阜県 B 中津川市民 - 一斉清掃 6月8日 市内
市内全域を対象として不法投棄廃棄物を回収及び処理、道路の
草刈り作業を実施する。

1448 岐阜県 D 土岐市 - 広報誌による啓発 5月1日、12月1日 市広報誌 不法投棄防止の呼びかけを行う。

1449 岐阜県 B 土岐市 - 土岐川河川清掃 6月1日 土岐川 市民参加による土岐川の一斉清掃を実施する。

1450 岐阜県 B 東白川村 自治会 白川河川清掃 5月11日 村内
白川、大明神川の河川の清掃を各自治会の協力の下に実施す
る。

1451 岐阜県 D 東白川村 - 普及啓発活動

5月8～5月10日
（河川清掃）、5月
15～5月17日、9月
4～9月6日、2月19
～2月21日（資源
回収）

村内 河川清掃、資源回収の啓発をケーブルテレビによって行う。

1452 岐阜県 B 美濃市 自治会 クリーン・ザ・美濃
5月18日、10月26
日

市内
美濃市内の全自治会が市内の河川、道路、公共の場所などの清
掃活動を行う。

1453 岐阜県 D 美濃市 - 広報誌による啓発 6月1日 市広報誌 「広報みの」に不法投棄監視ウィークの啓発記事を掲載する。

1454 岐阜県 B 本巣市 - 糸貫クリーンデイ 6月1日 市内（旧糸貫町内） 一斉清掃（ゴミ拾い等）を実施する。

1455 岐阜県 Ａ 本巣市 -
環境監視員による不法投
棄パトロール

随時 市内
臨時職員（環境監視員）による市内の不法投棄パトロールを実施
する。

1456 岐阜県 B
まちを美しくする運動
推進会議（美濃加茂
市）

- みのかもクリーン作戦 9月7日 美濃加茂市 市内自治会等の一斉美化活動を実施する。

1457 岐阜県 D 川辺町 - 広報かわべへの記事掲載 6月 町内
環境の日及び環境月間、不法投棄監視ウィーク、野外焼却の禁
止について記載する。

1458 岐阜県 B 白川村 村民 一斉美化運動 4月29日 村内 一斉清掃（ゴミ拾い等）を実施する。

1459 岐阜県 A 八百津町 町民 ごみ０運動 11月初旬 町内 町民による清掃活動を実施する。
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1460 岐阜県 D 白川村 - 不法投棄防止啓発 5月～12月 広報誌 不法投棄の防止の呼びかけを行う。

1461 岐阜県 A 白川村 - 不法投棄監視パトロール 5月～12月 村内 パトロールを実施する。

1462 岐阜県 A 各種ボランティア団体 - 美化運動 随時 村内 村内ごみ拾いを実施する。

1463 岐阜県 A 輪之内町 - 環境パトロール 通年（原則月・金） 町内
輪之内町シルバー人材センターに委託し、不法投棄巡回パトロー
ル及び回収を行う。

1464 岐阜県 D 可児市 - ごみについて考える 調整中 ケーブルテレビ
ケーブルテレビ可児の市民向け番組の中で、ごみについて考え、
不法投棄防止等も呼び掛ける。

1465 岐阜県 A 下呂市 - 環境パトロール 5月30日～6月5日 市内各地 市役所環境担当職員にて環境パトロールを実施する。

1466 岐阜県 A 下呂市 - 環境パトロール 随時 市内各地 市役所環境担当職員にて環境パトロールを実施する。

1467 岐阜県 B 富加町
富加町・老人クラブ
連合会

岐阜ロードプレーヤー事業 6月、10月 町内の県道 老人クラブ会員による清掃活動を実施する。

1468 岐阜県 B 富加町 自治会 第28回とみかクリーン作戦 10月19日 町内
各自治会、子供会、老人クラブの協力のもと、町内全域を対象
に、一斉清掃を実施する。

1469 岐阜県 B 富加町職員互助会 清掃活動 町内一斉清掃 9月
町内の国道・県道・
町道

町職員（互助会）による、ごみ拾い活動を実施する。

1470 岐阜県 A 郡上市 - 不法投棄パトロール 9月～11月 市内
市内全域を対象に、不法投棄監視パトロールと不法投棄物の回
収を実施する。

1471 静岡県 A
河津町（環境美化推
進委員）

- 環境美化推進　委員巡回 通年 行政地区内
河津町きれいな町づくり条例に基づき廃棄物の不法投棄の防止
及び町への通報等地域の環境美化の推進及び啓発活動を行う。

1472 静岡県 B 河津町（地域住民） - 町内一斉清掃 5月25日 町内
河津町きれいな町づくり条例に基づき「町内一斉清掃」を実施す
る（地域の廃棄物不法投棄等の現状把握を兼ねる）。

1473 静岡県 A 南伊豆町 - 不法投棄監視パトロール 毎月１回 町内 町が委託した地域住民代表等による監視パトロールを実施する。
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1474 静岡県 B 熱海市 - 全市一斉清掃デー 毎月第一日曜日 市内
市内各町内会を通じ、自宅周辺、道路、河川等の清掃を実施す
る。

1475 静岡県 G
ごみフェスティバル実
行委員会（伊東市）

-
2014ごみフェスティバルin
伊東

11月11日 伊東市役所
ごみのない清潔で美しい街づくりを目指し、空き缶等のポイ捨て
防止を広く市民にPRする。

1476 静岡県 E 伊東市環境衛生協会 - 伊東市環境衛生協会総会 5月21日 伊東市役所 総会にて市内の清掃美化活動貢献者を表彰する。

1477 静岡県 B 伊東市 - ごみゼロ運動クリーン作戦 5月25日 市内
市内各団体による散乱ごみの回収及びポイ捨て防止の啓発を行
う。

1478 静岡県 E
沼津市環境衛生自治
推進協会

- 環境衛生美化推進大会 6月3日
沼津市文化セン
ター小ホール

環境衛生・美化に対し功績があった個人、団体の表彰及び環境
衛生に関連した講演等を行う。

1479 静岡県 A
沼津市愛鷹地区不法
投棄防止対策部会

- 地域パトロール 毎月第2土曜日 愛鷹山麓
市内愛鷹地区の自治会から選出された不法投棄防止対策部員
が、地区内山間地のパトロールを行う。

1480 静岡県 A 沼津市 - 不法投棄パトロール 毎週 市内
クリーンセンター収集課職員が週１回、沼津市内の不法投棄パト
ロールを行う。

1481 静岡県 Ｆ 沼津市 -
夏休みごみ処理施設見学
会

8月上旬
ごみ処理施設見学
など

小・中学生を対象に、ごみ処理施設見学を通じて、環境やごみに
ついての啓発を行う。

1482 静岡県 E 沼津市 - ぬまづ環境市民大学 10月～11月（4回） ごみ処理施設など
ごみ問題について、地域のキーパーソンを育成する事を目的に開
催する。

1483 静岡県 B 沼津市内の事業所 - 市内一斉クリーン週間 11月中旬 市内 市内各事業所により、地域の清掃活動を実施する。

1484 静岡県 B 沼津市 自治会連合会 市内一斉清掃 11月中旬 市内 市民による、地域清掃活動を、日を決め、市内一斉に行う。

1485 静岡県 C 沼津市 -
沼津フリーマーケットフェス
ティバル

2月2日 キラメッセぬまづ
家庭の不用品のリユース促進のため、開催をする。また、環境や
ごみ減量の啓発展示等も行う。

1486 静岡県 C 沼津市 - ぬまづ消費生活展 2月2日 キラメッセぬまづ
消費に関してのテーマを毎年決め、展示等を行う（このイベント内
において、３Ｒの啓発を行う）。

1487 静岡県 B 清水町 自治会 クリーン作戦 6月1日 町内 町内クリーン作戦を展開し、併せて不法投棄の防止を図る。
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1488 静岡県 A 裾野市 - 不法投棄パトロール 10月29日 検討中
こみ収集及び直接持込の無い第5水曜日を「環境美化の日」とし、
市や収集業者等と協力しながら、不法投棄パトロールを行いなが
ら併せて、回収も同時に行う。

1489 静岡県 B 裾野市、民間 - 不法投棄監視パトロール 通年（週2回） 町内
市が委託した不法投棄監視パトロール2名によるパトロール及び
回収を行う。

1490 静岡県 B 町内自治会（長泉町） - 清掃の日 第1日曜日 町内 町内各区での町民による街頭清掃活動を実施する。

1491 静岡県 A 長泉町 -
不法投棄物回収及び監視
パトロール

12月～3月（週2
日）

町内 町内全域の不法投棄物回収と監視パトロールを実施する。

1492 静岡県 　A 三島市 - 統一美化キャンペーン 5月31日
三島市中心市街地
及び三島駅前

自治会・協力企業・市職員等によるポイ捨てごみの回収作業を行
う。ボーイ及びガールスカウトによる駅前の街頭啓発と行進並び
にポイ捨てごみ回収作業を行う。

1493 静岡県 　E 三島市 - 三島市環境美化推進大会 6月6日 三島市民文化会館
市不法投棄監視員、環境美化推進員、地域自治会による不法投
棄防止啓発及び外部講師による講演を開催する（調整中）。

1494 静岡県 A 函南町 - 町内クリーン化事業
5月～6月（祝日を
除く平日）

町内の主に山間部 不法投棄防止パトロール・指導及び不法投棄ごみの回収を行う。

1495 静岡県 A 函南町 -
函南町ごみゼロ運動統一
美化キャンペーン

5月25日 町内各地
6月の環境月間に合わせて、町内主要道路沿線の不法投棄ごみ
の回収作業を一斉に実施する。

1496 静岡県 B
漁協・ボランティア（伊
豆市）

- 狩野川クリーンアップ作戦 5月11日 狩野川流域 鮎釣り解禁前に狩野川河川敷の廃棄物を清掃する。

1497 静岡県 B 伊豆市 - 年末クリーン作戦 12月7日 市内 各自治会区域内の清掃活動を実施する。

1498 静岡県 B 伊豆の国市 区・各種団体 市内一斉清掃 9月15日 市内
市・区・各種団体による一斉清掃を実施する（河川敷・山間部
等）。

1499 静岡県 B 伊豆の国市 区・各種団体 市内一斉清掃 3月2日 市内
市・区・各種団体による一斉清掃を実施する（河川敷・山間部
等）。

1500 静岡県 B 伊豆の国市 区・各種団体 市内一斉清掃 5月19日 市内
ごみゼロの日に合わせ、市・区・各種団体による一斉清掃を実施
する。

1501 静岡県 A 御殿場市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 市職員による不法投棄監視パトロールを実施する。
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1502 静岡県 A
NPO法人ピース＆
セーフティー（御殿場
市）

-
富士山周辺不法投棄監視
パトロール事業

通年 富士山周辺
NPO法人による富士山周辺の不法投棄監視パトロールを実施す
る。

1503 静岡県 B 小山町 - 職員一斉美化清掃 5月27日 町内各地
不法投棄が多い箇所を中心に、町職員による一斉美化清掃を実
施する。

1504 静岡県 D 富士市 住民監視組織等
ポイ捨てのない美しいまち
づくり啓発事業

9月 富士市内
9月の環境衛生月間に合わせて不法投棄やポイ捨てのない美し
いまちづくりを呼びかける街頭啓発活動を実施する。

1505 静岡県 Ｆ 富士市 - 富士市立高校校外学習 5月、6月
富士市立高校、市
内

富士市立高校にて市内の不法投棄の現状について講義を行う。
また、不法投棄の現場にて撤去作業を実施する（調整中）。

1506 静岡県 A 富士宮市 -
富士宮市富士山麓環境パ
トロール

毎週 富士山麓一帯
市内の富士山麓を中心に、不法投棄の監視パトロールを実施す
る。

1507 静岡県 A 藤枝市・環自協 - 不法投棄パトロール 5月23日 市内 環自協常任理事30名による巡回パトロール。

1508 静岡県 B 藤枝市 - 統一美化キャンペーン 5月25日 市内 町内会単位で町内清掃活動を行う。

1509 静岡県 A 焼津市・環自協 - 不法投棄監視ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
6月、12月（延べ14
日）

市内
環自協で、地区ごと合同で不法投棄パトロールを実施し、不法投
棄物があれば即時回収する。

1510 静岡県 B
スポーツ団体（島田
市）

- 河川清掃活動 5月25日 大井川河川敷 ごみ拾いを実施する。

1511 静岡県 A
島田市環境衛生自治
推進協会

- 不法投棄パトロール 6回／年 市内 パトロールを実施する。

1512 静岡県 H 掛川市 - クリーンウォーク 6月7日 大東区域
市民参加型のごみ回収イベントを開催する。掛川市大東区域内
の道路のポイ捨てごみをウオーキングをしながら回収する。

1513 静岡県 A 御前崎市 市関連団体
不法投棄防止パトロール
及び清掃活動

通年 市内
週2回の不法投棄パトロールを実施する（シルバー人材センター
に委託している）。

1514 静岡県 C 御前崎市 関係回収業者
古紙及び廃食用油の拠点
回収

通年
市役所本庁、支所
（廃食用油のみ回収
業者事務所含む）

廃棄物の減量と市民のリサイクルへの意識向上を目的に、古紙
は市役所本庁及び支所の駐車場に回収コンテナボックスを設置
し、廃食用油は本庁・支所及び回収業者事務所の窓口にて回収
を行う。
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1515 静岡県 C 御前崎市 市内食品スーパー マイバック運動 通年
市内食品スーパー
７店舗

地球温暖化防止とごみ減量化のため、市内食品スーパー12店舗
にてレジ袋の無料配布を中止する。

1516 静岡県 C 菊川市民 - 資源物分別収集 5月、6月 市内
資源物収集場所で資源物の分別排出を行う事で、リサイクル（再
生利用）を促進する。

1517 静岡県 A
菊川市建設課（緊急
雇用対策）

- 道路パトロール 通年 市内
建設課が実施している、道路パトロールに併せて、不法投棄のパ
トロールを実施し、不法投棄の防止を行う。

1518 静岡県 H
菊川市環境衛生自治
推進協議会

- 監視カメラ設置 通年 市内各地 監視カメラを自治会要望箇所に設置し、不法投棄の防止を行う。

1519 静岡県 A 袋井市 -
不法投棄ごみ回収等推進
事業

通年 市内 不法投棄監視パトロール等を実施する。

1520 静岡県 A 袋井市 -
不法投棄調査、不法投棄
ごみ回収業務委託事業

通年 市内 不法投棄監視パトロール等を実施する。

1521 静岡県 Ｆ 袋井市 -
袋井市環境美化指導員・
推進員講習会

4月25日 コスモス館
委員の役割やごみの分別、不法投棄箇所の情報提供等について
の説明を行う。

1522 静岡県 Ｆ 袋井市 -
袋井市環境美化指導員会
議

2月
袋井市総合セン
ター

ごみの分別、不法投棄箇所の情報提供等についての説明を行
う。

1523 静岡県 B 磐田市
自治会連合会その他
団体

環境美化統一行動
6月1日、9月～11
月

市内各地
毎年6月第一日曜日を「環境美化の日」と定めており、全市一斉に
市内のゴミ拾いを行う。9月から11月にかけても地区単位で同様
の活動を行う。

1524 静岡県 B 磐田市 - 不法投棄パトロール月間 6月、12月 市内各地
警察と連携して市内不法投棄多発箇所でのパトロールを実施す
る。

1525 静岡県 B 湖西市 - 浜名湖クリーン作戦 6月1日
浜名湖・浜名川・白
須賀海岸

湖岸、河川敷、海岸の清掃活動を実施する。

1526 静岡県 B 湖西市 - 不法投棄一斉回収 調整中 市内 市、自治会、住民協働による不法投棄物の一斉撤去を実施する。

1527 静岡県 A 湖西市内関係団体 - 海岸清掃 毎月
新居海岸、白須賀
海岸

NPO法人、市、自治会、住民協働による清掃活動を実施する。

1528 静岡県 A
森町環境衛生自治推
進協会

- ごみの持ち帰り運動 8月 町内
施主体会員によるバーベキューをする家族づれ等への呼びかけ
運動を実する。
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1529 静岡県 A 森町 - 環境美化運動 5月～6月 町内 各町内会単位による空き缶等回収活動を実施する。

1530 静岡県 A
森町環境衛生自治推
進協会

- 清掃活動 2月 町内 太田川堤防を中心に、ごみの回収運動を実施する。

1531 静岡県 A 森町 - 環境パトロール 通年（週3日） 町内 定期的に不法投棄監視パトロールを実施する。

1532 愛知県 B 小牧市
行政区、事業所、各
種団体等

クリーンアップ活動 通年 市内
清掃活動でまちをきれいにするとともに、ポイ捨て防止の意識高
揚を図る。

1533 愛知県 B 小牧市
市民団体、事業所、
市議会議員、一般市
民、行政区

小牧山美化活動～春の小
牧山を美化ウォーク～

4月12日 小牧山一帯
市民・事業所・行政が一体となり、清掃活動することで小牧市に愛
着を持ち、ポイ捨て防止の意識高揚を図る。

1534 愛知県 B 小牧市
市民団体、事業所、
市議会議員、一般市
民、行政区

ごみ散乱防止市民行動の
日

10月4日 小牧市民会館周辺
市民・事業所・行政が一体となり、清掃活動することで小牧市に愛
着を持ち、ポイ捨て防止の意識高揚を図る。

1535 愛知県 B 知立市
一般市民、市議会議
員、小中学生、各種
団体等

7万人クリーンサンデー 6月1日 市内
知立市内の環境保全及び市民道徳心の向上を図る一つの方法
として、市民全員による清掃作業を行い、連帯意識を養う。

1536 愛知県 D 愛西市 - 市広報掲載 6月1日 市内 不法投棄防止に関する記事掲載を行う。

1537 愛知県 B 愛西市
市民、業者（ごみの
運搬)

ごみゼロ運動 11月の第2日曜日 市内
市内の住宅地・道路・水路・グラウンド・公共施設等の周辺のごみ
拾いを実施する。

1538 愛知県 B
愛知中央ライオンズク
ラブ

長久手市・各種団体 ごみゼロ運動 5月25日
長久手市立北小学
校

市内の各種団体等が参加し、一斉美化活動を実施する。

1539 愛知県 A 阿久比町 - 不法投棄監視パトロール 205日/年間 町内 嘱託職員により町内パトロールを行う。

1540 愛知県 A あま市 - 不法投棄監視パトロール 6月上旬 市内
不法投棄監視パトロール及び不法投棄防止のための啓発活動を
行う。

1541 愛知県 H 安城市 - 監視カメラの設置 随時 市内
不法投棄の多い場所及びごみ出しマナーの悪いステーションの
監視を実施する。
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1542 愛知県 A 安城市
公益社団法人安城
市シルバー人材セン
ター

市域緊急不法投棄パト
ロール事業

145日/年間 市内 不法投棄等監視パトロール及び不法投棄物回収業務を行う。

1543 愛知県 Ｆ 安城市 - クリーンバス
5月12日～7月16
日

リサイクルプラザ及
び環境クリーンセン
ター

小学校4年生全員。学校単位で各施設の見学及びごみ教室冊子
「ごみとわたしたち」によるごみ環境教育を行う。

1544 愛知県 B
安城市、安城530運動
連絡会

町内会、事業所 町を美しくする運動 5月17日～6月4日 市内
町内会及び530運動連絡会加入の事業所による清掃活動を実施
する。

1545 愛知県 B
安城市、安城530運動
連絡会

- 町を美しくする運動 5月17日～6月4日 市内 各町内会、事業所で運動期間中に各々で美化活動を実施する。

1546 愛知県 A 一宮市 - 夜間パトロール 6月中の1日間 ごみ集積場
ごみ集積場の夜間パトロールを行い、不法投棄の取締とごみ出し
ルールの指導をする。

1547 愛知県 A 稲沢市さわやか隊 - 一斉行動日、統一行動日
毎月26日（一斉行
動日）、6月5日、
11月26日

市内
地域を見回り、生活環境の保全及び美化を啓発するとともに、条
例に違反する行為を市に報告する。

1548 愛知県 B
稲沢市まちづくり推進
協議会

-
春のごみゼロ運動いなざ
わ

4月26日～6月8日 各行政区 ごみ散乱防止運動を実施する。

1549 愛知県 D 稲沢市 - 広報誌への記事掲載 5月 市内 ごみゼロ運動の啓発を行う。

1550 愛知県 H 犬山市 - 監視カメラの設置 随時 市内
不法投棄の多い場所及びごみ出しマナーの悪い集積場の監視を
実施する。

1551 愛知県 B 犬山市 - 市役所庁舎周辺清掃 6月7日 市役所庁舎周辺 市職員による清掃活動を実施する。

1552 愛知県 A 犬山市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 市職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

1553 愛知県 B
犬山市四季の丘H26
第１回クリーンキャン
ペーン

- 町内清掃 6月1日
犬山市四季の丘一
円

町内一斉清掃を実施する。

1554 愛知県 ABD 岩倉市 - ごみ不法投棄監視ウィーク 5月30日～6月5日 市内
広報等への掲載による普及啓発を行う。アダプトプログラムの日
を5月30日に定め、公共施設の一斉清掃を実施する。不法投棄の
監視パトロール及び回収を実施する。
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1555 愛知県 B 江南市 - 江南市クリーン運動 5月25日 市内 清掃活動を行う。

1556 愛知県 D 江南市 -
ポイ捨て禁止看板の地域
への貸与

随時 市内 市民への看板の貸出しを行う。

1557 愛知県 B 大口町 住民 ごみゼロ運動 5月25日 町内 町内の清掃及び不法投棄物の監視を実施する。

1558 愛知県 A 大治町 - 不法投棄監視パトロール
通年（毎週月・金
曜日）

町内
職員の巡回により投棄物の回収、分別を行い、投棄者の調査、指
導を実施する。

1559 愛知県 B 大府市 地域コミュニティ 530運動 5月25日 市内
市内全域のコミュニティ等の各種団体等が参加し、一斉美化活動
を実施する。

1560 愛知県 B 大府市 地域コミュニティ クリーンアップザワールド 9月 市内 市内4地域で一斉清掃活動を実施する。

1561 愛知県 B 大府市 環境美化推進員
路上禁煙地区啓発キャン
ペーン

2月2日 駅周辺 路上禁煙地区の啓発及び清掃活動を実施する。

1562 愛知県 B 大府市 環境美化推進員
路上禁煙地区啓発キャン
ペーン

5月30日 駅周辺
世界禁煙デーに合わせて、路上禁煙地区の啓発及び周辺の清
掃活動を実施する。

1563 愛知県 B 大府市 - 市役所周辺お掃除隊
毎月第1・第3月曜
日

市役所・消防署周辺
市役所・消防職員が業務開始前に庁舎や署の周りの清掃活動を
実施する。

1564 愛知県 B 大府市 委託業者 環境美化委託 毎週火曜・金曜 市内 民間委託による不法投棄パトロール及び回収を実施する。

1565 愛知県 B 大府市 - 環境美化パトロール
毎週月曜・火曜・
木曜・金曜

市内
再任用職員（環境美化指導員）による市内の清掃及びパトロール
を実施する。

1566 愛知県 B 尾張旭市
尾張旭市社会福祉
協議会

ごみゼロ運動（市民による
市内一斉清掃活動）

5月25日 市内
市民や地域団体、事業所などの協力のもと、まちの総力を挙げて
環境美化活動を実施する。

1567 愛知県 B 各地区コミュニティ 東浦町 ごみゼロ運動 5月26日 町内 自治会や各種団体による町内一斉清掃を実施する。

1568 愛知県 B
犬山楽田地区コミュニ
ティ推進協議会

- ごみゼロ運動 5月25日 楽田地区
地域コミュニティが中心となる大規模な地域清掃活動を実施す
る。
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1569 愛知県 A 春日井市 - 監視カメラの設置 通年 市内 不法投棄常習場所に設置を実施する。

1570 愛知県 H 春日井市 - 不法投棄パトロール 通年 市内 民間委託による早朝・夜間の不法投棄パトロールを実施する。

1571 愛知県 D 春日井市 - 市広報掲載 5月、3月 市内 不法投棄防止に関する記事掲載を実施する。

1572 愛知県 D 春日井市 - 市ホームページ掲載 随時 市内 不法投棄防止に関する記事掲載を実施する。

1573 愛知県 B 春日井市 町内会・事業所
秋季かすがいクリーン大作
戦

11月9日 市内 市内全域で市民の自主的な参加による清掃活動を行う。

1574 愛知県 B 春日井市 町内会・事業所
春季かすがいクリーン大作
戦

5月25日 市内 市内全域で市民の自主的な参加による清掃活動を行う。

1575 愛知県 A 春日井市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 職員によるパトロール及び不法投棄物の撤去を実施する。

1576 愛知県 A 春日井市 市民
監視モデル地区との合同
パトロール

9月、2月 監視モデル地区
不法投棄監視モデル地区を選定し、地域と連携した監視パトロー
ルを実施する。

1577 愛知県 A 春日井市 市民
自主防犯団体との合同パト
ロール

1月 市内 自主防犯団体と連携した監視パトロールを実施する。

1578 愛知県 A 春日井市 -
環境美化指導員による市
内道路等の清掃活動

通年 市内 環境美化指導員による巡視及び清掃を実施する。

1579 愛知県 B 蟹江町 町民、事業所 町内一斉美化清掃 5月18日 町内 町内の住民、事業所、職員が町内の美化清掃を行う。

1580 愛知県 B 蟹江町 町民、事業所 町内一斉美化清掃 10月19日 町内 町内の住民、事業所、職員が町内の美化清掃を行う。

1581 愛知県 D 蟹江町 -
啓発チラシ入り水切りゴミ
袋の配布

5月30日
エコステーション
（2ヶ所）

2ヶ所で先着30名ほどに水切りゴミ袋を配布する。

1582 愛知県 A 蒲郡市 - 監視カメラの設置 随時 市内 不法投棄の多い場所に監視カメラを設置する。
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1583 愛知県 B 蒲郡市 - クリーンキャンペーン 5月、9月 市内
市内5箇所を重点実践場所に指定し、散乱ごみの回収等清掃活
動を実施する。

1584 愛知県 D 蒲郡市 - 広報誌への記事掲載 6月 市内 広報誌に不法投棄防止の啓発記事を掲載する。

1585 愛知県 A 蒲郡市 - 不法投棄監視パトロール 4月～3月 市内
重点分野雇用創造事業受託業者による不法投棄監視パトロール
を実施する。

1586 愛知県 B 蒲郡市 -
公共施設の清掃活動（蒲
郡 530運動実践活動）

4月～3月 市内の公共施設
道路・河川・公園などの公共施設において、散乱ごみなど回収等
清掃活動を実施する。

1587 愛知県 A 刈谷市 - 不法投棄監視パトロール 随時 市内 職員によるパトロール及び不法投棄物の撤去を実施する。

1588 愛知県 B 北名古屋市
環境美化推進委員
会

ごみゼロ運動 5月25日 市内 市内一斉清掃を実施する。

1589 愛知県 A 北名古屋市 - 市職員によるパトロール 随時 市内 職員によるパトロールを実施する。

1590 愛知県 B 北名古屋市
環境美化推進委員
会

河川等の清掃 10月25日 市内 合瀬川・水場川等周辺の清掃を実施する。

1591 愛知県 B 清須市 市民、事業所 河川環境美化デー 5月25日、9月7日
庄内川、新川、五条
川

市民や、各種団体の協力により河川周辺の清掃を実施する。

1592 愛知県 A 清須市 - 市内清掃 通年 市内
不法投棄重点箇所へのパトロール、不法投棄ごみの回収を実施
する。

1593 愛知県 A 幸田町 - クリーンパトロール 通年 町内 町非常勤職員による町内のパトロールを実施する。

1594 愛知県 B 幸田町 行政区 町民総参加クリーン運動 6月1日、9月14日 町内
町内全域の道路、公園、河川、公共施設などの散乱ごみ除去を
実施する。

1595 愛知県 A 江南市 - 不法投棄監視カメラの設置 通年 市内 各地区からの希望により不法投棄監視カメラの設置を実施する。

1596 愛知県 A 小牧市 - 不法投棄監視パトロール 6月、12月 市内
公用車により市内全域を対象に、不法投棄監視パトロールを実施
する。
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1597 愛知県 B 小牧市職員組合 市職員 美化活動 通年 市内
基本的に毎月第2土曜日（お盆等例外もあり）に清掃活動を行い、
まちをきれいにするとともに、ポイ捨て防止の意識高揚を図る。

1598 愛知県 B
ｺﾞﾐｾﾞﾛ運動連絡協議
会

阿久比町 ｺﾞﾐｾﾞﾛ運動
5月25日、10月26
日

町内
町民参加で早朝より、地域のｺﾞﾐ拾い等清掃活動を行う。　職員も
同時参加及び協力する。

1599 愛知県 B
愛知県立阿久比高等
学校

阿久比町 清掃活動 5月27日 町内通学路上 地元の高校生による、通学路上のゴミ拾い等の清掃活動を行う。

1600 愛知県 B 設楽町 - クリーンアップしたら
5月第4日曜日～6
月第3日曜日

町内 町民、各種団体等による町内全域でのごみ拾い等を実施する。

1601 愛知県 B 新城市
市民、市内事業所、
協力団体

しんしろクリーンフェスタ 6月8月 市内3会場
市民、事業所、行政が協働で清掃活動を行い、不法投棄をなく
し、散乱ごみのない美しいまちづくりを進めるとともに、環境保全
の意識高揚を図る事業を行う。

1602 愛知県 A 瀬戸市 - 集中監視パトロール 5月30日～6月5日 市内
不法投棄多発場所を中心にパトロール、投棄物の回収、調査を
実施する。

1603 愛知県 B 瀬戸市内事業者 - せとまるっと530大作戦
5月30日～6月30
日

市内
市、商工会議所、事業者が各事業所周辺の清掃活動を実施す
る。

1604 愛知県 Ｂ 高浜市 市内18町内会 市民行動の日一斉清掃
6月第1日曜日、11
月第3日曜日

市内
みんなでまちをきれいにしよう条例に基づき、市民行動の日として
市内の一斉清掃を行う。

1605 愛知県 Ａ 高浜市
環境美化指導員、環
境美化推進員

不法投棄処理業務委託 随時 市内
不法投棄の巡回パトロール及び放置自転車等の監視業務を実施
するため、不法投棄処理業務を委託する。

1606 愛知県 B 武豊町 -
ごみ散乱防止町民行動月
間

6月 町内
広報誌、ホームページ等による普及・啓発を実施する。区会、各
種団体等によるごみ拾い・草刈り等の清掃活動の実施する。

1607 愛知県 A 武豊町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視パトロール員による不法投棄多発場所を中心にパ
トロール、投棄物の回収、調査を実施する。

1608 愛知県 B
明るい社会づくり運動
武豊

武豊町・地域住民・
地元企業・中学生

水辺クリーンアップ大作戦 6月、10月 河川流域・海岸 河川流域・海岸の清掃活動を実施する。

1609 愛知県 C 武豊町 - 武豊リユースパーク 10月 町内
家庭で眠っていた不用品（衣類・日用雑貨等）の交換及び提供を
行う。

1610 愛知県 A 田原市 - 不法投棄監視パトロール 153日/年間 市内 市の職員により市内パトロール等を行う。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1611 愛知県 BD 田原市 - 田原を美しくする推進デー 6月1日 市内
5/1付広報誌への掲載、ごみを多くの市民及び団体の参加を得
て、拾い集める。

1612 愛知県 B
知多市、知多市コミュ
ニティー連絡協議会

市民等
春のみんながみんなでク
リーンキャンペーン

5月25日 市内 道路、公園など身近な場所を市民が一斉に清掃する。

1613 愛知県 D 知多市 知多市
ポイ捨て禁止看板の地域
への配布

随時 市内 看板設置によりポイ捨て禁止の啓発をする。

1614 愛知県 D 知立市 -
7万人クリーンサンデーに
ついての広報誌掲載

5月16日 市内 5月16日号広報に啓発文を載せる。

1615 愛知県 A 知立市 - 不法投棄監視パトロール 240日/年間 市内 市職員にて不法投棄監視業務を実施する。

1616 愛知県 D 津島市 - 広報誌への記事掲載 随時 市内（世帯） 広報紙に啓発記事を掲載する。

1617 愛知県 A 津島市 - 不法投棄パトロール 随時 市内
津島市清掃事務所による市内集積場所及び担当車両による該当
家庭周辺において不法投棄パトロールを実施する。

1618 愛知県 B
津島市ごみ処理市民
委員会

津島市 ごみゼロ運動 5月24日、11月8日 市内
津島市の全域で、自治会、ボランティア団体を中心に、市民総ぐ
るみの地域美化活動を行う。

1619 愛知県 D 東海市 - 広報誌への記事掲載 6月初旬 市内（世帯） 6月1日号広報に啓発記事を載せる。

1620 愛知県 CG 東海市 各種団体 リサイクルフェア
5月23日～5月25
日

市役所

ごみの中の宝物展（再生粗大ごみの展示：無償で譲渡)、ごみ減
量・リサイクル推進展示啓発、フリーマーケット、資源回収、市民
バザーを市役所地下第会議室及び駐車場で開催する（来場者：
約3,200名）。

1621 愛知県 B 東海市地域住民
コミュニティ・町内会・
自冶会等

市内一斉清掃 6月1日 市内
6月の第1日曜日を「一斉清掃日」と定め、コミュニティを中心に市
内一斉美化活動を実施し、環境美化意識の高揚を図る。

1622 愛知県 B 東海市地域住民 コミュニティ 中川クリーン作戦 6月1日 中川周辺 中川周辺のコミュニティによるゴミ拾いを実施する。

1623 愛知県 B 東海市地域住民 コミュニティ 渡内川クリーン作戦 6月1日 渡内川周辺 渡内川周辺のコミュニティによるゴミ拾いを実施する。

1624 愛知県 D 東海市 -
広報車によるごみの散乱
防止の啓発活動

6月1日 市内 広報車でごみの散乱防止の啓発活動を行う。
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1625 愛知県 D 東海市 -
啓発用横断幕、懸垂幕の
設置

6月1日～6月30日
市役所、歩道橋等
公共施設

環境月間期間中、啓発用横断幕、懸垂幕を市内公共施設等に設
置する。

1626 愛知県 A 東郷町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視パトロール及び不法投棄・散乱ごみの回収を実施
する。

1627 愛知県 A 東郷町 - 不法投棄監視パトロール 年度内随時 町内
町内のポイ捨て・不法投棄を監視巡回し、投棄者・投棄物に対し
て警告し、ポイ捨てごみなどを回収する。

1628 愛知県 B 常滑市 町内会 一斉清掃 5月12日 市内 道路、水路等の草木等の清掃を実施する。

1629 愛知県 GAD 常滑市 - ごみ散乱防止啓発活動
5月30日～6月28
日

市内
不法投棄が多かった場所をパトロールを実施する。広報誌を活用
して不法投棄防止の啓発を行う（のぼり旗及び横断幕の設置な
ど）。

1630 愛知県 D 常滑市 - 広報誌への記事掲載 6月 市内 不法投棄禁止に関する記事掲載を行う。

1631 愛知県 A 常滑市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 非常勤職員によるパトロールを実施する。

1632 愛知県 B 豊明市 町内会 530運動 5月25日 市内 町内会等の各種団体等が参加し、一斉美化活動を実施する。

1633 愛知県 D 豊明市 - 530運動啓発 5月1日 市内 市民の参加を呼びかける広報を掲載する。

1634 愛知県 C 豊明市 町内会 廃食用油の回収事業 通年 市内3ヶ所
家庭から出た廃食油をＢＤＦに使用するために回収コーナーを設
置する。

1635 愛知県 H 豊川市 - 監視カメラの設置 随時 市内
不法投棄されやすい高速道路沿いの側道や山間部、違反ごみの
多いステーションの監視を実施する。

1636 愛知県 B 豊川市 市民・事業所 清掃の日
5月中旬～6月上
旬の1日

市内 市民、事業所等による市内一斉清掃活動を実施する。

1637 愛知県 Ａ 豊川市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日
山間部を中心とした
市内

啓発用マグネットを貼付した車両で１日１コース（全5コース）を巡
回し啓発を行う。併せて不法投棄物の回収を行う。

1638 愛知県 B 豊山町 町民 春の清掃活動 4月20日 町内
水路の清掃に合わせて、不法投棄された物品の撤去を町内一円
で実施する。
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1639 愛知県 B 豊山町 - クリーンキャンペーン 5月31日
町内の主要幹線道
路

町内の主要幹線道路の美化活動を豊山町の職員が中心となって
実施する。

1640 愛知県 A 豊山町 - 不法投棄防止パトロール 5月30日 町内
町内の不法投棄発生が予測される箇所を重点的にパトロールす
る。

1641 愛知県 A 西尾市 町内会等
ごみ散乱防止市民行動週
間

5月30日～6月5日 市内
町内会等が、道路等に散乱している空き缶、空きびん、紙屑、煙
草の吸い殻、犬のフンを拾い集める。

1642 愛知県 A 西尾市 -
西尾市不法投棄監視パト
ロール

5月30日～6月5日 市内
環境事業所職員がごみステーション等への不法投棄を撲滅する
ため巡視を行う。

1643 愛知県 BD 日進市
自治会、事業者、愛
知中央ライオンズク
ラブ

530運動 5月25日 市内
市役所を中心に天白川沿いなどを清掃。その他同日に、自治会
や事業者が各地域を清掃する。

1644 愛知県 B
犬山羽黒地区コミュニ
ティ推進協議会

- ごみゼロ運動 5月25日 羽黒地区
地域コミュニティが中心となる大規模な地域清掃活動を実施す
る。

1645 愛知県 B
犬山東小学校区コミュ
ニティ推進協議会

- ごみゼロ運動 5月25日 東小学校区
地域コミュニティが中心となる大規模な地域清掃活動を実施す
る。

1646 愛知県 B 半田市 - 春の大掃除 5月4日～6月1日 市内
各自治区内を住民が協力して清掃することにより不法投棄を監視
する。

1647 愛知県 A 東浦町 -
環境監視員によるパトロー
ル

通年 町内 環境監視員によるパトロール（週5日）を実施する。

1648 愛知県 D 東浦町 - 普及啓発 6月1日 町内 6月1日号広報誌及び町ホームページで通年啓発を行う。

1649 愛知県 B 扶桑町 - クリーンふそう530デー 5月25日 町内 町内の清掃及び河川の不法投棄物の監視を実施する。

1650 愛知県 A 南知多町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町職員によるパトロール及び不法投棄ごみの回収を実施する。

1651 愛知県 B 南知多町内各区 - 環境美化活動 随時 各地区
町内各区による環境美化活動(道路・河川・海岸・ため池等清掃)
を実施する。

1652 愛知県 B 美浜町 行政区 ごみゼロ運動 5月25日 町内 自治会や各種団体による町内一斉清掃を実施する。
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1653 愛知県 B みよし市 行政区 市内一斉環境美化活動 5月11日、11月9日 市内 各行政区による市内一斉清掃活動を実施する。

1654 愛知県 A みよし市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
職員ならびに委託した民間事業者により市内のパトロールを実施
する。

1655 愛知県 A みよし市 環境美化指導員 ポイ捨て等防止啓発活動 通年 市内
市が委嘱した環境美化指導員によるポイ捨て等の防止に関する
啓発活動を実施する。

1656 愛知県 B
弥富市各学区コミュニ
ティ推進協議会

- ごみゼロ運動 5月20日、27日 市内 一斉大掃除（ごみ拾い）を実施する。

1657 愛知県 B 刈谷市
自治会、各種団体、
事業所等

ごみゼロ運動
5月26日～6月1
日、10月27日～11
月2日

市内 自治会、各種団体、事業所等による市内一斉清掃を実施する。

1658 愛知県 D 刈谷市 - ごみゼロ運動の啓発
5月15日、10月15
日

市内 広報誌による啓発を行う。

1659 愛知県 H 刈谷市 - 監視カメラの設置 随時 市内
不法投棄の多い場所及びごみ出しマナーの悪いごみステーショ
ンの監視を行う。

1660 愛知県 C 豊明市 一般市民、委託業者
使用済み小型家電及びパ
ソコン回収事業

通年 市内3か所
不燃ごみとして集めていた使用済み小型家電を市内3か所で回収
し、ごみの減量化とリサイクルに努める。

1661 愛知県 B 豊明市 - Clean　ｕｐ活動 毎月23日 市役所庁舎周辺 市職員による清掃活動を実施する。

1662 愛知県 A 豊明市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
環境監視員による不法投棄の多い場所の監視及び市内全域の
パトロールを実施する。

1663 愛知県 B 豊明市 自治会
町内会による環境美化活
動の実施

5月～6月 市内 町内会いよる地域の清掃を実施する。

1664 愛知県 D 豊明市 -
ポイ捨て禁止の横断幕設
置

5月7日～6月4日 市内5か所 横断幕の設置によりごみのポイ捨て防止を啓発する。

1665 愛知県 A 東栄町 監視員 監視パトロール 毎月第3木曜日 町内 町内の各地区（不法投棄場所）の巡回パトロールを実施する。

1666 愛知県 B 碧南市 市民、協力団体 春の清掃週間
5月25日～5月31
日

市内
市民がこぞって、環境美化、環境保全、ごみ減量化、リサイクルに
ついて考え、行動する一週間にする。
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1667 愛知県 B 碧南市 市民、協力団体
春の清掃週間　一斉清掃
の日

5月25日 市内
清掃活動を自宅付近や会社周辺、公園、または市が指定する重
点地区で実施する。

1668 愛知県 D 南知多町 - 町広報掲載 6月 町内全戸 不法投棄防止の啓発を行う。

1669 愛知県 B 飛島村 住民 村内一斉清掃
4月21日、10月20
日

村内
各世帯1名の参加で清掃活動を行い、村内をきれいにするととも
に不法投棄防止の意識の高揚を図る。

1670 三重県 B 飯南高等学校 松阪市 一斉美化運動 5月21日 高校～振興局 高校付近から地域振興局付近までのごみを拾う。

1671 三重県 B 朝日町 自治区長会
ごみゼロ運動（町内一斉清
掃）

5月25日 町内 清掃活動を行い、町民総出で「クリーンな町」を目指す。

1672 三重県 A 伊賀市 - パトロール 5月30日～6月5日 市内 市職員による監視パトロールを実施する。

1673 三重県 D 伊賀市 市民団体、マスコミ等 啓発活動 5月31日 市内
スーパー等の店頭で啓発物品を配布する。マスコミを利用した市
民啓発を行う。

1674 三重県 B いなべ市 自治会 大安町一日清掃 5月25日 大安町地内 いなべ市・住民と協力し、不法投棄物の回収作業を行う。

1675 三重県 AB 大紀町（町民） - 大紀町クリーン作戦 5月18日、6月中旬 町内各地 町内一斉清掃活動を実施する（不法投棄場所を重点的に）。

1676 三重県 B 大淀ビーチクリーン 明和町
大淀海岸クリーンアップ大
作戦

5月6日
明和町大淀海岸一
帯

大淀地区の若者を中心に活動する団体「大淀ビーチクリーン」の
主催による住民参加型の海岸清掃を実施する（明和町の後援で
全町の住民、特に町内の小学生とその保護者を対象に参加を呼
びかけ、海岸清掃の意義を理解してもらう）。

1677 三重県 B
紀北町、海山区自治
会連合会

- クリーンクリーンデー 5月25日 海山区全域 区内自治会単位で地域一斉清掃を実施する。

1678 三重県 B 尾鷲市
オーシーエス㈱、電
源開発㈱他

環境月間行事「国道425号
線の清掃活動」

6月上旬
国道425号（イオン、
坂場墓地～清掃工
場）

清掃活動を実施する。

1679 三重県 H 尾鷲市
尾鷲グリーンクラブ
他
3自治会

環境美化活動に伴う花・苗
の植替

6月上旬、11月中
旬

北川右岸等 花・苗の植え替えを行う。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1680 三重県 A 亀山市 - 不法投棄パトロール 6月2日、6月5日 市内
委託業者（シルバー人材センター）により、監視パトロールを実施
する。

1681 三重県 B
川越町ごみ問題対策
協議会

町、組合立環境ク
リーンセンター

川越町クリーンデー 6月29日 川越町 不法投棄ごみの清掃作業を実施する。

1682 三重県 B
木曽岬町役場七福
会、町議会、各自治
会

市民団体等 町内一斉清掃 6月1日 町内 不法投棄箇所や自治会（団地内･家周り）の清掃を実施する。

1683 三重県 B
市民団体、事業者、
市

市民団体等 名張クリーン大作戦 6月1日 名張市 市民、事業者、ボランティアによる一斉清掃活動を行う。

1684 三重県 B 多気町
自治会、多気町青少
年育成町民会議

環境美化デー 6月2日 町内 町民総出でごみの清掃活動を実施する。

1685 三重県 B 玉城町 市民団体、住民 城山クリーン作戦 5月26日 田丸城址跡 城山の清掃、除草、植樹を行う。

1686 三重県 B 地域住民
自治会、ＰＴＡ、漁
協、老人クラブ等

ごみゼロ早朝清掃運動 6月1日～8月31日 松阪市、飯高管内 管内の市民団体が不定期に清掃活動を実施する。

1687 三重県 B 地域住民 津市 市民清掃デー
5月下旬～6月上
旬

市内7地域
津・河芸・美里地域外の７地域が当該ウィークの前後に「市民清
掃デー」を行う。

1688 三重県 B 東員町管内23自治会 -
きれいなまちづくり活動（一
斉清掃）

通年
東員町内23自治会
地内

自治会地内の一斉清掃を実施する。

1689 三重県 B 名張市
事業者、市役所周辺
地区住民

名張市管理職美化行動 5月30日
市役所付近、出先
機関付近

市管理職員、事業者、市役所周辺地区住民による清掃活動を行
う。

1690 三重県 A 松阪市 市民、自治会 不法投棄監視パトロール 5月31日 飯高管内
職員による沿道、林道、河川の不法投棄物確認と立て看板の設
置を行う。

1691 三重県 D 松阪市 - 啓発活動 5月24日～6月4日 市内 本庁、各振興局庁舎に、不法投棄防止の懸垂幕を設置する。

1692 三重県 D 松阪市 - 啓発活動 5月31日～6月4日 市内
広報車による、不法投棄防止・リサイクル推進の啓発活動を行
う。

1693 三重県 B
松阪市、松阪市嬉野
自治会連合会

-
私のまち“うれしの”を美し
くする運動

5月19日 松阪市嬉野管内
市民参加による一斉清掃、緑豊かな自然と快適な生活空間実現
に向け、各自治会単位で清掃を行う。
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1694 三重県 A
松阪市嬉野自治会連
合会

- 不法投棄パトロール
6月～3月（各月１
回）

松阪市嬉野管内
不法投棄防止のため、広報車による監視活動、啓発活動を実施
する。

1695 三重県 B
松阪を美しくする運動
推進本部

愛神会、城跡を守る
会、緑をふやす会、
殿町婦人会等

一斉清掃美化運動 9月初旬 松阪城跡周辺
愛神会、城跡を守る会、緑をふやす会、殿町婦人会等が中心に
なり、松阪城跡周辺のゴミの回収を行う。

1696 三重県 A 南伊勢町 - 不法投棄監視パトロール 6月3日 町内
南伊勢町内にて広報車両により不法投棄防止巡回パトロールを
行い、地域内外に広くＰＲを行う。

1697 三重県 A 御浜町 - 環境パトロール 調整中 町内 自治体職員により、監視パトロールを実施する。

1698 三重県 B 桑名市 -
クリーン作戦2014（多度地
区）、クリーン作戦長島ゴミ
ゼロ（長島地区）

5月26日、5月25日 各町内
桑名市内の多度地区・長島地区の自治会を中心に、町内一斉清
掃活動を実施する。

1699 三重県 A 鳥羽市 - 環境パトロール 年間100日 市内
委託業者（ｼﾙﾊﾞｰ人材センター）により、監視パトロールを実施す
る。

1700 三重県 B 鳥羽清港会 鳥羽市 海の大掃除 7月13日 市内
鳥羽港佐田浜岸壁におけるダイバーによる海底清掃を実施す
る。佐田浜海岸から安久志海岸までの沿岸道路の清掃を実施す
る。安久志海岸における漂着ごみの清掃等を実施する。

1701 三重県 B
若松海岸通り美化ボ
ランティア推進委員会

三重県鈴鹿建設事
務所

若松海岸清掃ボランティア 5月17日
鈴鹿市、若松町地
内海岸

若松地区の自治会を中心に、一般のボランティアの募集も兼ね、
清掃活動からごみ処理まで含めた一斉清掃活動を実施する。

1702 三重県 B 明和町 -
空き缶０運動、環境美化活
動の日

11月30日 町内
自治会単位で自治会区域内に不法投棄されている空き缶や空き
ビン、ペットボトル等を拾い回収する。

1703 三重県 B 度会町、区・自治会 - 町内一斉クリーン活動 10月27日 町内
全町民を対象に、町内の道路・河川・公園等のごみ拾いを実施す
る。

1704 三重県 B
実行委員会（住民協
議会・振興局等）

三雲管内住民協議
会・振興局・自治会
長会

みくもクリーン大作戦 5月25日 三雲管内一円
松阪市の三雲管内全域のごみゼロと環境美化意識の向上を目
的とした活動を実施する。

1705 三重県 B 熊野市 -
井戸町七里御浜海岸清掃
活動

5月30日
熊野市井戸町七里
御浜海岸

環境対策課職員のほか、市職員に参加を呼び掛けて七里御浜海
岸の清掃活動を行う。

1706 三重県 B 多気町
自治会、多気町青少
年育成町民会議

環境美化デー 6月2日 町内 町民総出でごみの清掃活動を実施する。

1707 三重県 B
東員町クリーン作戦
委員会

町内企業 不法投棄一斉清掃 12月上旬 町内 クリーン作戦委員、町内企業による一斉清掃を実施する。
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1708 三重県 A 伊勢市
事業所、地域住民、
ボランティア

ごみゼロ早朝清掃 5月24日
中心市街地周辺の
駅前の清掃

中心市街地周辺の駅前の清掃を、事業所、地域住民、ボランティ
アにより、実施し、不法投棄等に関する市民の意識啓発に取り組
む。

1709 三重県 Ａ 伊勢市 清掃課職員 不法投棄監視事業 5月1日～6月30日 市内
塵芥収集車等に「不法投棄監視パトロール車」のステッカーを添
付し、不法投棄の監視を強化する。

1710 滋賀県 B 県内全市町（19） - ごみゼロ大作戦
5月30日前後1週
間

市町内 一斉清掃活動を実施する。

1711 滋賀県 A 甲良町 - 集中的なパトロール 5月30日～6月5日 市町内各地 町と監視員が一体となって集中的にパトロールを行う。

1712 滋賀県 D 甲良町 -
広報誌（6月号）への不法
投棄関連記事の掲載

6月1日 - 広報「こうら」6月号へ不法投棄関連記事を掲載する。

1713 滋賀県 D 野洲市 -
広報「やす」に不法投棄禁
止について掲載

6月1日 広報紙
監視ウィークの期間に発行の市民向け広報紙に掲載し、不法投
棄禁止について普及啓発する。

1714 京都府 A 和束町
(財)和束町活性化セ
ンター

不法投棄防止パトロール
及び廃棄物除去作業

4月2日～3月31日 町内
和束町内をパトロールし、不法投棄を未然に防止するとともに、道
路上に捨てられたごみを除去する。

1715 京都府 B
和束町、社会福祉協
議会

和束町内各種団体、
和束町他

清掃活動 12月初旬 町内
社会福祉協議会、町、町議会、老人クラブ、住民等が一斉に和束
町内道路沿いに捨てられたごみ（紙くず、空きカン等）を拾い集
め、町内の美化に努める。

1716 京都府 B
和束小学校、和束中
学校

木津川を美しくする
会、相楽東部連合教
育委員会、和束町他

河川清掃活動 12月頃 和束町（和束川）
自然環境、歴史（水害）地形学等の観点から川について学習し、
小中学生達が川の清掃を行い、河川の美化に貢献する。

1717 京都府 Ｆ
和束町、社会福祉協
議会

和束町環境美化
推進委員会

管外施設視察研修 3月中旬 未定
環境美化及びリサイクルを通じた地域コミュニティの活性化を図る
ため、先進地の廃棄物処理施設等を見学する。

1718 京都府 C 原山区 和束町
和束町ごみ減量化推進地
区支援事業

通年 和束町原山地内
地域に大型生ごみ処理機を設置し、周辺の家庭から出る生ごみ
をたい肥化し、ごみの減量化を推進する。

1719 京都府 G 和束町 未定
京都環境フェスティバル
2014 への出展

12月初旬 パルスプラザ
和束町を中心に展開される環境関連の事業についてパネル展示
等で紹介し、啓発を行う。

1720 京都府 A 京丹波町 - 不法投棄監視パトロール 5月頃 町内
住民課環境推進係の職員2名で町内の不法投棄監視パトロール
を行う。
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1721 京都府 A 京丹波町 - 不法投棄禁止啓発活動 9月頃 町内
不法投棄禁止を啓発するため、不法投棄の多発地にパトロール
も兼ねて啓発のぼりを設置する。

1722 京都府 A 伊根町 - 不法投棄対策事業 5月1日～3月31日 町内

　『日本でもっとも美しい村』伊根町が、現在進行している第５次伊
根町振興計画において「ごみのない地域の創造」を掲げている。
町民、観光客、来町者全ての方にとって、心地よい生活環境の充
実を図り、貴重な環境財産を後世に継承するため、町内全域にお
いて、町臨時職員2名による不法投棄ごみ回収及び巡回パトロー
ルを実施する。

1723 京都府 A 久御山町 - 地域環境啓発事業 第1・第3水曜日 町内
地域環境美化のため、環境パトロールを月２回行い、不法投棄の
未然防止や不法投棄ごみの撤去通知などの行政指導を行う。

1724 京都府 B 久御山町
自治会・事業所など
の構成団体

さわやかクリーンキャン
ペーン

9月28日 町内
自治会内やその周辺及び公共の場所など、町内全域の清掃活動
を一斉に行う。

1725 京都府 B 向日市
自治会・ボランティア
団体など

向日市一斉クリーン作戦 5月頃 市内
市内道路や公園などに捨てられているたばこの吸い殻や空缶、
ペットボトルなどのごみを拾う清掃活動を行う。

1726 京都府 C 向日市 - リサイクル「ひまわり市」 5月頃 向日市役所
家庭にある不用品を市民が持ち寄り、必要とする人に提供する機
会を設けるため、フリーマーケットを開催する。

1727 京都府 A 木津川市 - 不法投棄パトロール 通年 市内 市内全域の不法投棄パトロール及び投棄物の回収を実施する。

1728 京都府 D 木津川市 -
不法投棄関連の広報誌で
の周知

9月頃 各戸 不法投棄は犯罪です等の内容を記載した記事の投稿を行う。

1729 京都府 B
川と海を美しくする会
実行委員会

市内各自治会、事業
所等

川と海を美しくする会 6月 市内各河辺・海辺

市内各河辺・海辺の自治会・団体・事業所が「川と海を美しくする
会」会員として登録を行い、毎年6月（前期）と10月（後期）を清掃
月とし活動を実施。活動を通して、河辺・海辺の環境保全と市民
の環境美化意識の向上を図る。

1730 京都府 A 舞鶴市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
市内を6つのコースに分け不法投棄監視パトロールを実施。昼、
夜の2班体制により巡回監視を行うとともに、昼間については散乱
ごみの回収を行い、地域の美化にも努める。

1731 京都府 B
まいづるクリーンキャ
ンペーン実行委員会

市内各団体・事業所
等

まいづるクリーンキャン
ペーン

7月 市内
毎年7月をクリーンキャンペーン期間とし、清掃活動を通して市民
の環境美化意識の向上を図る。

1732 京都府 D 舞鶴市 -
舞鶴市ごみ分別ルール
ブック発行

4月 市内
市民のごみ分別方法やごみ減量施策等を紹介したルールブック
を毎年発行。その中で不法投棄禁止を呼び掛けるコーナーを設
け啓発を行う。
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1733 京都府 H 舞鶴市 - 不法投棄監視カメラ設置 通年
市内不法投棄多発
エリア

不法投棄多発エリアに監視カメラを設置する。

1734 京都府 A 大山崎町
大山崎町シルバー人
材センター

不法投棄監視パトロール 通年 町内 町内全域の不法投棄パトロール及び投棄物の回収を実施する。

1735 京都府 B 城陽市
各自治会・団体・事
業所・ボランティア団
体

市内一斉清掃
6月1日、6月8日（
一部）

市内 各コミセンを中心に市内一斉清掃を行う。

1736 京都府 A 城陽市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 定期的に市内全域の不法投棄監視パトロールを行う。

1737 京都府 A 京田辺市 - 環境パトロール 通年 市内
不法投棄等監視のため、市内全域をパトロールする。（昼間：祝
日を除く毎日午前と午後に1回ずつ、夜間：週に2回）

1738 京都府 B 京田辺市
市内各区・自治会、
団体

“クリーンアップ京田辺”市
民一斉清掃

6月第一日曜日、9
月最終日曜日

市内
市民等の自主的な清掃活動を通して、環境美化に対するより一
層の意識高揚を図り、よりよい生活環境づくりを推進するため、市
民と事業者、行政が一体となってまちの美化活動を行う。

1739 京都府 D 亀岡市
パチンコワールド本
店、亀岡市観光協会

街頭モニターによる啓発テ
ロップ掲示

5月30日～6月5日

パチンコワールド本
店ワールドビジョ
ン、亀岡駅改札前
のどかめロード液晶
モニター

美化推進重点地域内に存する電光掲示板等を利用して不法投棄
禁止に向けた啓発映像を放映し、不法投棄防止に向けた市民の
関心や意識啓発を図る。

1740 京都府 D 亀岡市
（公財）亀岡市環境
事業公社

のぼり旗、懸垂幕の設置 5月30日～6月5日
亀岡駅前南北ロー
タリー

美化推進重点地域の中心であるJR亀岡駅前に啓発のぼり５０本
を設置し、市民の意識向上につなげる。

1741 京都府 B 亀岡市
自治体、商店街、学
校、企業等１５団体

美化推進重点地域早朝一
斉清掃

5月30日
美化推進重点地域
（JR亀岡駅周辺）

地元関係団体等と協力しての一斉清掃と、亀岡駅利用者への啓
発物品（携帯灰皿・ポケットティッシュ）の配布・啓発を行い、地元
住民の環境美化意識を向上させる。

1742 京都府 A 亀岡市 - 不法投棄防止パトロール
5月30日～6月5日
（昼夜各3日）

市内 昼間の啓発パトロール及び夜間の監視パトロールを実施する。

1743 京都府 B 精華町 自治会、関係団体 クリーン・リサイクル運動 7月～10月 町内
清掃活動を通して市民の環境美化意識の向上を図る。また、8月
下旬には河川敷の清掃活動を地元建設業協会や京都府等の協
力を得て実施する。

1744 京都府 A 与謝野町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 市内全域の不法投棄パトロール及び投棄物の回収を行う。

1745 京都府 H 与謝野町 - 不法投棄監視カメラ設置 通年
不法投棄多発エリ
ア

不法投棄多発エリアに監視カメラを設置する。
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1746 大阪府 B
ＮＰＯ法人田尻町まち
づくり住民会議

- 田尻川クリーン作戦 6月1日 田尻川流域
住民、各種団体、行政等のボランティアにより田尻川の清掃活動
を実施する。

1747 大阪府 B 池田市
自治会、老人クラブ
他

各家庭門前清掃（ごみゼロ
の日）

5月30日 市内
協力各団体に、各地域の公道や公園などの清掃を呼びかけると
ともに、ボランティア用ごみ袋を配布し、環境美化活動の促進を図
る。

1748 大阪府 B 泉大津市
自治会、泉大津市衛
生委員会等

ごみゼロ大作戦 6月1日 市内 市内一斉清掃を実施する。

1749 大阪府 A 泉大津市
泉大津市衛生委員
会

不法投棄パトロール 毎月4回 市内 市内巡回パトロールを実施する。

1750 大阪府 A 交野市 地域住民 監視・通報の実施のお願い 5月29日 市内
交野市4R市民会議において、住民による監視・通報の強化を依
頼する。

1751 大阪府 D 交野市 -
広報誌への不法投棄防止
啓発記事掲載

6月、11月 - 全国不法投棄監視ウィークに合わせての啓発を行う。

1752 大阪府 D 交野市 各種団体
普及・啓発活動（ポスター
掲示）

5月、6月
市役所、市施設、小
中学校への掲示依
頼等

市施設への掲示依頼を行う。

1753 大阪府 A 交野市 -
不法投棄監視パトロール
及び清掃活動

通年 市内 市職員による不法投棄の監視、撤去、清掃活動を実施する。

1754 大阪府 A 交野市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 市職員により市内を巡回し、不法投棄の監視を行う。

1755 大阪府 H 岸和田市 -
全国ごみ不法投棄監視
ウィーク

5月31日
南海岸和田駅、JR
東岸和田駅付近

南海岸和田駅、JR東岸和田駅付近で午後5時から午後7時まで市
職員により、啓発品の配布及び公用車による街頭啓発を実施す
る。

1756 大阪府 A 岸和田市 -
不法投棄防止夜間パト
ロール

6月～8月 市内 職員による集中的な夜間パトロールを行う。

1757 大阪府 B
クリーンリバー実行委
員会

寝屋川市 クリーンリバー 5月25日 寝屋川 選定した区間を市民、行政のボランティアにより清掃活動をする。

1758 大阪府 A 四條畷市 - 監視パトロール 5月、6月
市内山間部（南野・
逢阪・田原）

不法投棄を防止するため、不法投棄が多い地区をパトロール監
視する。

1759 大阪府 D 四條畷市 - 普及・啓発 6月 - 広報誌とホームページによる普及と啓発を行う。
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1760 大阪府 A 島本町 - 不法投棄防止パトロール 通年（土・日・祝） 島本町内
土日祝の夕方から夜にかけて、町内の主要道路のパトロールを
実施し、不法投棄されたごみを早期に発見、回収する。

1761 大阪府 H 摂津市
摂津市まちを美しくす
る運動連絡協議会

ごみゼロ街頭キャンペーン 5月30日
JR千里丘駅、阪急
摂津市駅

JR千里丘駅、阪急摂津市駅付近で午前8時から約30分間、啓発
グッズ配布の街頭啓発を実施する。

1762 大阪府 B 摂津市
摂津市まちを美しくす
る運動連絡協議会・
事業者

道の日「市内道路リフレッ
シュ運動」

8月8日 市内
市内主要幹線道路の歩道・側溝などへ投棄されたごみ・空き缶等
の清掃・回収及び不法看板の撤去等を実施する。

1763 大阪府 B 太子町 全住民 クリーンキャンペーン 12月7日 町内 町内一斉清掃を実施する。

1764 大阪府 B 田尻町地区連合会 - 環境美化運動 5月18日、6月1日 町内 地域住民による町内一斉清掃活動を実施する。

1765 大阪府 B 忠岡町
忠岡町自治振興連
絡協議会

忠岡町クリーン作戦
6月（第1日曜日）、
11月（第3日曜日）

町内
協力各団体に呼びかけ、役場と共同で不法簡易広告物の除却活
動を実施し、各地区での一斉清掃を実施する。

1766 大阪府 B 鳥飼地区自治連合会 摂津市 鳥飼地区美化活動 12月中旬 鳥飼地区 鳥飼地区各自治会による一斉清掃活動を実施する。

1767 大阪府 B 寝屋川市 - クリーンディ 10月26日 市内 市内の校区から市内中心部にかけて清掃を行う。

1768 大阪府 B 羽曳野市
職員、市内中・小・
幼・教員

みんなで軽快まちかど清掃 5月、11月
市内駅周辺、市内
施設周辺

市の環境美化啓発活動の一環として、市公共施設及び市駅周辺
のポイ捨てごみの清掃を行う。

1769 大阪府 B 松原市
松原市内町会及び各
種団体

きれいなまちづくり美化
キャンペーン

5月18日 市内
年1回市内全域で清掃を行い、不法投棄を発見しこれを撤去し、
不法屋外広告物についても同様に撤去する。

1770 大阪府 B 箕面市
自治会・青少年を守
る会等

クリーン・みのお作戦 9月7日 市内
市内の関係団体と連携して、散乱ごみや不法投棄ごみの一斉清
掃を実施し、市民の環境美化意識の向上を図る。

1771 大阪府 A 箕面市 ＮＰＯ団体
箕面の森「ハイキングルー
ト」不法投棄廃棄物収集

通年
「箕面の森」ハイキ
ングルート

「箕面の山パトロール隊」による、箕面の森ハイキングルートの散
乱ごみや不法投棄物を回収する。

1772 大阪府 A 箕面市 ＮＰＯ団体
箕面の山大掃除大作戦
（共催）

12月7日
山間部を重点的に
した市内各地域

不法投棄ごみの回収ボランティア活動を支援し、山間部の美化推
進を図る。

1773 大阪府 A 貝塚市 -
不法投棄夜間監視パト
ロール

7月、8月、12月 市内 市関係部局と調整し年8回不法投棄夜間監視パトロールを行う。
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1774 大阪府 A 貝塚市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 市職員により市内を巡回し、不法投棄の監視を行う。

1775 大阪府 B 貝塚市・町会連合 貝塚市
近木川クリーンキャンペー
ン

調整中 近木川下流 河川等の草刈り及びごみ拾いを行う。

1776 大阪府 B 能勢町 全町民 「能勢町環境の日」 9月23日付近 町内
条例で毎年9月23日を「能勢町環境の日」と定め、町内全域を対
象に各区において美化活動を実施する。

1777 大阪府 H 能勢町 町職員 不法投棄監視カメラの設置 通年 町内
5か年計画により、年2台、不法投棄対策重点箇所に監視カメラを
設置する。

1778 大阪府 Ｆ 柏原市 - 環境教育
4月19日～5月23
日

(柏羽藤クリーンセン
ター)　　市内各小学
校

柏原市小学4年生を対象にごみの分別、減量、不法投棄等の廃
棄物の説明を2時間程度行う。

1779 大阪府 D 柏原市 -
広報誌への不法投棄防止
啓発記事の掲載

6月 -
不法投棄が犯罪であるという文面と廃棄物処理法２５条の罰則規
定の掲載を行う。

1780 大阪府 A 柏原市 -
不法投棄監視パトロール
活動

通年 市内
不法投棄を未然に防止するため市内を巡回する。また市民より通
報のあった不法投棄を一斉に回収する。

1781 大阪府 A 八尾市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内
関係機関等との連携により、市内の夜間巡回パトロールを行い、
不法投棄物を回収する。

1782 兵庫県 A
相生市、シルバー人
材センター

- 不法投棄監視パトロール 通年 市内 シルバー人材センターによる市内のパトロールを実施する。

1783 兵庫県 A
相生市、相生市環境
監視員

- 不法投棄監視パトロール 通年 市内 相生市環境監視員による市内のパトロールを実施する。

1784 兵庫県 B
明石市、自治会、事
業所等

- 屋外一斉清掃 通年 市内
自治会・事業所等が自らの居住区・所在地とその周辺を清掃する
とともに不法投棄パトロールも併せて実施する。

1785 兵庫県 B 芦屋市
芦屋市自治環境協
議会

第55回　春のわがまちク
リーン作戦

6月2日 市内 市及び地域住民等による市内一斉清掃を実施する。

1786 兵庫県 A 芦屋市 -
不法投棄パトロール及び回
収

通年 市内
ごみステーションを中心に不法投棄パトロール及び回収作業を実
施する。

1787 兵庫県 D 小野市 - ごみ減量化の推進 調整中 市内 市広報誌による環境美化の啓発を行う。
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1788 兵庫県 B 小野市 商工会議所
事業所周辺クリーンキャン
ペーン

6月 各企業周辺
市内各企業の事業所周辺のポイ捨てごみを拾い、参加者の環境
美化意識の高揚を図る。

1789 兵庫県 B 小野市 商工会議所
庁舎周辺クリーンキャン
ペーン

5月30日 市庁舎周辺
小野市役所庁舎周辺のポイ捨てごみを拾い、環境美化に努める
と共に参加者の美化意識の高揚を図る。

1790 兵庫県 A 小野市 - 不法投棄防止パトロール 通年 市内 市内を巡回し不法投棄の監視を強化する。

1791 兵庫県 B 小野市、自治会 -
ため池クリーンキャンペー
ン

通年 市内各ため池 自治会によるため池の清掃活動を実施する。

1792 兵庫県 B
小野市連合区長会、
小野市保健衛生推進
協議会

小野市 全市クリーンキャンペーン 9月23日、3月24日 市内
地域住民から各戸１名以上参加してもらい、市内全域で一斉活動
を行う。

1793 兵庫県 A 加古川市 -
不法投棄パトロール及び収
集

通年 市内
重点地区のパトロールによる監視強化及び、不法投棄物の収集
を実施する（業務委託による）。

1794 兵庫県 A 加西市 -
不法投棄の監視パトロー
ル及び回収事業

通年 市内 不法投棄の監視パトロール及び回収作業を実施する。

1795 兵庫県 B 加東市社地域市民 -
社地域一斉クリーンキャン
ペーン

7月13日、9月14日 社地域 社地域で一斉清掃活動を実施する。

1796 兵庫県 B 加東市滝野地域市民 -
滝野地域一斉クリーンキャ
ンペーン

4月27日、9月28日 滝野地域 滝野地域で一斉清掃活動を実施する。

1797 兵庫県 B 加東市東条地域市民 -
東条地域クリーンキャン
ペーン

6月、9月 東条地域
東条地域で、各地区の実情に合った日程により清掃活動を実施
する。

1798 兵庫県 A 加東市
シルバー人材セン
ター

美しいまちづくりパトロール - 滝野地域
滝野地域内の公共の場において、ポイ捨てされたごみの収集及
び処理と不法投棄を発見した場合は市へ報告する等の監視パト
ロールを実施する。

1799 兵庫県 A 加東市 - 不法投棄監視パトロール - 社・東条地域 社・東条地域で不法投棄の監視パトロールを実施する。

1800 兵庫県 B 神河町区長会 - 夏のクリーン作戦 7月13日（日） 町内 地域住民等による町内一斉清掃を実施する。

1801 兵庫県 B 川西市 -
ごみステーション不法投棄
パトロール及び回収

通年 市内
市内のごみステーションにおける不法投棄パトロール及び回収作
業を実施する。
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1802 兵庫県 B
川西市、自治会、水
利組合

- 水路等清掃 調整中 市内 市及び地域住民等による水路等の清掃を実施する。

1803 兵庫県 B
川西市美化運動推進
協議会

-
平成26年度春・秋のクリー
ンアップ大作戦

5月18日、5月11月 市内 -

1804 兵庫県 A 佐用町 - 環境美化運動 6月 町内
町職員による清掃活動を実施する（道路脇のゴミ回収・公園草刈
等）。

1805 兵庫県 B 三田市 - クリーンハイク 2月
有馬富士共生セン
ター

市民参加によるごみの収集及びポイ捨て防止の啓発活動を実施
する。

1806 兵庫県 A 新温泉町
（社）兵庫県保健衛
生組織連合会美方
郡支部

不法投棄ごみの回収事業 9月～12月 町内 不法投棄ごみの回収を実施する。

1807 兵庫県 B 洲本市、自治会 - 全島一斉清掃 7月、11月 市内 市内全域での一斉清掃を実施する。

1808 兵庫県 D 高砂市 - 環境月間啓発事業 5月～6月 市内
市ホームページによる環境月間に係る啓発、市広報紙による家
電リサイクルの啓発を行う。

1809 兵庫県 A
多可町・シルバー人
材センター

- ピカピカ号環境パトロール 年中 町内 環境啓発とごみ（不法投棄）の回収を行う。

1810 兵庫県 D たつの市 - 環境月間啓発事業 6月 市内 広報たつのに不法投棄防止啓発記事を掲載する。

1811 兵庫県  B たつの市 - 清掃活動 4月～6月 市内 市及び地域住民等による市内一斉清掃を実施する。

1812 兵庫県 A たつの市 - 不法投棄防止事業 通年 市内該当箇所 不法投棄防止用カメラの設置を行う。

1813 兵庫県 G
たつの市ごみ減量化
推進会議、たつの市

- 環境月間啓発事業 5月～6月 たつの市本庁舎 本庁舎における環境月間に係る懸垂幕による啓発を行う。

1814 兵庫県 A
丹波市保健衛生推進
協議会

兵庫県丹波県民局、
丹波市

ボランティア不法投棄パト
ロール

通年 市内

　協議会会員（理事）の普段の生活の中でボランティアにより不法
投棄を監視し、発見した場合は県市等に通報することにより警
察、県市が対応し美しい自然と環境を守ることにより不法投棄を
未然に防ぐことを目指す。
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1815 兵庫県 B
丹波市自治会長会、
丹波市保健衛生推進
協議会、丹波市

- 丹波地域一斉クリーン作戦 6月1日等 市内 市内全域で一斉清掃活動（ごみ拾い等）を実施する。

1816 兵庫県 A 西脇市 - 不法投棄監視パトロール 年中 市内
年間を通してシルバー人材センターによる市内のパトロールを実
施している。６月は、特に重点地区のパトロールを強化する。

1817 兵庫県 B 福崎町、企業 - クリーン作戦 5月30日 福崎工業団地
福崎町と福崎工業団地の企業が合同でクリーンキャンペーンを実
施する。

1818 兵庫県 B 福崎町、自治会 - クリーン作戦 8月3日 町内 福崎町内の自治会一斉にクリーンキャンペーンを実施する。

1819 兵庫県 B
福崎町、福崎町観光
協会

- クリーン作戦 7月26日 町内
福崎町観光協会主催で町内の観光スポットを中心に清掃活動を
実施する。

1820 兵庫県 B 三田市 - 清掃活動 通年 駅前7箇所 駅前7箇所で清掃活動及び啓発活動を行う。

1821 兵庫県 B 三田市 - 不法投棄防止パトロール 6月上旬 市内
広報車による不法投棄防止広報、啓発、不法投棄防止パトロー
ルを実施する。

1822 兵庫県 A 養父市 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
事業

通年 市内
市内の不法投棄や散乱ごみの監視等による啓発とごみの回収を
実施する。

1823 兵庫県 A
明石市、日本郵便株
式会社

- 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄についての情報提供と、業務車両にステッカーを貼るな
ど、不法投棄防止活動の普及・啓発を協力して進める。

1824 兵庫県 A たつの市 - 不法投棄撲滅事業 通年 市内
ボランティアで不法投棄の監視を行う「不法投棄監視協力員」を
募集し、不法投棄の撲滅を目指す。

1825 兵庫県 A
たつの市・たつの警察
署

-
不法投棄・野焼き防止パト
ロール

6月 市内
たつの警察署と連携して、不法投棄や野焼きなどの防止に向け
た啓発パトロールを実施する。

1826 兵庫県 B
川西市美化運動推進
協議会

-
平成26年度春・秋のクリー
ンアップ大作戦

5月19日、11月 市内
川西能勢口駅及びアステ川西周辺の清掃。各団体の計画により
駅前やハイキングコース、道路や公園などポイ捨てごみの清掃を
実施する。

1827 奈良県  B 斑鳩町
自治会、学校関係、
各種団体、町内金融
機関等

いかるがの里クリーンキャ
ンペーン

5月31日 町内 町内美化清掃活動を行う。
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1828 奈良県 DEＦ 生駒市 - 環境フェスティバル 6月15日
北コミュニティセン
ター

環境フェスティバル（フリーマーケット・紙芝居・啓発コーナー他）を
開催する。

1829 奈良県  B 宇陀市 - 環境美化ゴミ０運動
6月1日、6月8日、
6月15日、6月22日

市内
菟田野(6/1)、大宇陀（6/8)、室生(6/15)、榛原(6/22)において清
掃活動を行う。

1830 奈良県 A 宇陀市 - 環境パトロール 月2～3回 市内 市内の不法投棄警戒区域のパトロールを実施する。

1831 奈良県  B 王寺町 - 清掃活動 毎月第2土曜日 町内
行事等催しの開催地周辺、町内主要街路及び河川の清掃を行
う。

1832 奈良県 CD 王寺町住民課 町内小学校 環境ポスターの掲示 9月下旬 町内
町内３小学校５年生による環境ポスターの製作及び掲示により啓
発を図る。

1833 奈良県 E
王寺町町民運動推進
委員会

CCCグループ　85団
体

研修会 5月中旬 王寺町 研修会において、環境美化に関する啓発を図る。

1834 奈良県  B
王寺町町民運動推進
委員会

CCCグループ　85団
体

不法投棄及び散乱ゴミ収
集

5月最終日曜日 王寺町 町内で不法投棄及び散乱ゴミ収集を行う。

1835 奈良県  B 河合町環境衛生課
自治会、学校関係、
各種団体

かわいクリーンデー 9月21日 町内 町内美化清掃活動を実施する。

1836 奈良県 A 河合町環境衛生課 -
不法投棄防止監視パト
ロール

毎月1回 町内
監視パトロールを行いまた外出時にも巡回し、不法投棄がないか
確認する。

1837 奈良県  B 川上村 村民 クリーンキャンペーン 6月3日 村内 村内全域で清掃活動を行う。

1838 奈良県 B 川西町 - 清掃活動 毎週月曜日 庁舎周辺 役場庁舎周辺の清掃活動を行う。

1839 奈良県 A 上牧町 - 環境パトロール 3月中 町内 町内で環境パトロールを行う。

1840 奈良県  B 広陵町 - 不法投棄ゴミ収集 随時 町内 町内主要道路・公園・公共施設周辺の不法投棄ゴミ収集を行う。

1841 奈良県 A
広陵町推薦、奈良県
環境保全推進委員会

- 不法投棄監視パトロール 6月初旬の1日 町内 町内で不法投棄監視パトロールを行う。
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1842 奈良県 A 五條市
シルバー人材セン
ター

不法投棄物、ポイ捨て撤去
活動

5月30日、6月2
日、6月4日

市内 公有地における不法投棄物撤去、ポイ捨ての撤去を実施する。

1843 奈良県 D 桜井市 - 市広報 6月 - 市広報誌による環境美化の啓発を行う。

1844 奈良県 A 桜井市 - 清掃ボランティア活動 5月（１回） 市庁舎周辺 市職員による清掃ボランティア活動を行う。

1845 奈良県 C 桜井市 - リサイクルフェア
6月16日～6月22
日

桜井市グリーンパー
ク（夢市場）

リサイクルフェアを開催する（リサイクル品の展示、希望者には抽
選による提供）。

1846 奈良県 A 三郷町 - 美化運動
6月、10月、12月、
3月

町内 町内主要道路及び河川周辺の清掃を実施する。

1847 奈良県 A 曽爾村 - 集中パトロール
5月30日～6月15
日

村内 住民生活課職員による集中パトロールを行う。

1848 奈良県 A 野迫川村役場 - 不法投棄監視パトロール 5月16日 村内 村内で不法投棄のパトロールを行う。

1849 奈良県  B 平群町 - 一斉美化活動 5月25日 町内各地 町内各所において一斉美化活動を行う。

1850 奈良県 D 大和郡山市 - 市広報 5月30日～6月5日 市内
広報媒体（広報誌、ホームページ、自販機メッセージボード）によ
る啓発を行う。

1851 奈良県  B 吉野町 自治会・区 環境衛生デー
5月11日～6月22
日

町内 町内全域の清掃活動を行う。

1852 奈良県 A 吉野町 -
不法投棄・散乱ごみ監視事
業

5月11日～6月22
日

町内 不法投棄監視パトロールを行う。

1853 奈良県  B 吉野町 自治会・区 吉野川河川美化活動 9月7日～9月21日 吉野川流域 吉野川沿いの自治会・区で清掃活動を実施する。

1854 奈良県 C
(株)奈良新聞社、上市
町内会連合会、吉野
町

トヨタ自動車(株)
各種団体

アクアソーシャルフェス
2014 7月21日

町内 吉野川の河川美化事業を実施する。

1855 奈良県 AB 生駒市
自治会、学校関係、
各種団体

富雄川クリーンキャンペー
ン

6月29日 市内 富雄川流域の草刈り及び花の種まきを実施する。
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1856 奈良県 AB 生駒市
自治会、学校関係、
各種団体

竜田川クリーンキャンペー
ン

10月26日 市内 竜田川流域の草刈り、河川清掃、該当啓発を行う。

1857 奈良県 AB 生駒市
自治会、学校関係、
各種団体

大和川一斉清掃 3月1日 市内 大和川流域（竜田川及び富雄川）の河川清掃を実施する。

1858 奈良県  B 香芝市 自治会 美化清掃活動 5月中 市内 市内全域で美化清掃活動を行う。

1859 奈良県 A 山添村 - 看板パトロール 5月30日～6月5日 村内
不法投棄防止看板の確認パトロールを実施する（役場職員によ
る）。

1860 奈良県 B 山添村 村民 クリーンキャンペーン 6月～8月 各大字内 美化清掃活動を実施する。

1861 奈良県 B 山添村
奈良県山辺高等学
校
山添分校

生徒による清掃活動 毎月1回 村内 美化清掃活動を実施する。

1862 奈良県 B 山添村
布目ダム周辺観光協
会

布目ダム周辺クリーンキャ
ンペーン

6月、11月 布目ダム周辺 草刈り（不法投棄防止）と美化清掃活動を実施する。

1863 奈良県 B 山添村
五月川流域観光協
会

五月川流域クリーンキャン
ペーン

8月 五月川流域 草刈り（不法投棄防止）と美化清掃活動を実施する。

1864 奈良県 B 山添村
上津ダム周辺観光協
会

上津ダム周辺清掃作業 6月、10月 上津ダム周辺 草刈り（不法投棄防止）と美化清掃活動を実施する。

1865 奈良県 B 山添村 神野山観光協会 神野山周辺清掃作業 6月、10月 神野山周辺 草刈り（不法投棄防止）と美化清掃活動を実施する。

1866 奈良県 A
山添村の環境を守る
会

山添村 環境パトロール 11月 村内 不法投棄防止看板設置等村内パトロールを実施する。

1867 奈良県 B 山添村 - 不法投棄ゴミ収集 随時 村内 村内主要道路・公園・公共施設周辺の不法投棄ゴミ収集を行う。

1868 奈良県 B 山添村 - クリーンキャンペーン 6月～7月 村内 役場職員（全職員）による村内道路クリーン活動を実施する。

1869 奈良県 AB 川上村
シルバー人材セン
ター

環境パトロール業務委託 調整中 村内
不法投棄を未然に防止するため、散乱ごみの収拾及び監視を実
施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

1870 奈良県 D 川上村 - 広報 調整中 村内 不法投棄の現況を紹介する。

1871 奈良県 AB 川上村 - 不法投棄緊急撤去事業 調整中 村内
不法投棄を未然に防止するため、既に不法に投棄されている廃
棄物を撤去する。

1872 奈良県 D 川上村 -
不法投棄未然防止啓発看
板設置

調整中 村内 不法投棄未然防止のための看板設置を行う。

1873 奈良県 A 天理市 -
不法投棄監視集中パト
ロール

5月30日～6月5日 市内
市内一円（山間部を中心に）期間中集中的にパトロールを実施す
る。

1874 奈良県 D 田原本町 - 町広報誌 不定期 - 町広報誌による不法投棄に関する啓発を行う。

1875 奈良県 B 御杖村 自治会 河川清掃 7月6日 村内 河川における不法投棄防止の草刈り及び散乱ゴミの収集を行う。

1876 奈良県 A 河合町 職員 不法投棄監視パトロール 毎月1回 町内 監視パトロールを行い、外出時も不法投棄がないか確認する。

1877 奈良県 A 天川村 -
環境パトロール及び不法投
棄ごみ収集

随時（パトロー
ル）、7月～8月

村内 夏休み時期に集中する不法投棄の防止活動を実施する。

1878 奈良県 H 天川村 -
不法投棄防止対策監視カ
メラ設置事業

5～7月 村内 不法投棄防止のための監視カメラ（ダミー）の設置を行う。

1879 奈良県 H 上北山村 - 環境パトロール 年間 村内 不法投棄・ゴミ収集・公衆便所清掃等を実施する。

1880 奈良県 A 下北山村 地域安全推進委員
環境パトロール及び不法投
棄監視パトロール

年間 村内
村内で不法投棄の監視と撤去、ごみ収集・公衆便所清掃等を実
施する。

1881 奈良県 A 平群町 - 一斉美化活動 9月7日 町内各地 町内各所において一斉美化活動を行う。

1882 奈良県 A 平群町 -
竜田川クリーンキャンペー
ン

11月16日 竜田川河川敷 草刈り及び河川清掃を実施する。

1883 奈良県 A 十津川村 -
環境パトロール及び不法投
棄ごみ収集

毎月（3～4日） 村内 村内で不法投棄の監視と撤去を実施する。
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1884 奈良県 B 葛城市
自治会
建設業協会

市内一斉清掃
毎年5月第3日曜
日、10月第1日曜
日

市内 市内の美化清掃を行う。

1885 奈良県 A 大淀町 - 不法投棄監視パトロール 7月～10月 町内 町内における不法投棄の監視と撤去を実施する。

1886 奈良県 B 大淀町 自治会・区 美化清掃活動 5月～11月 町内 町内自治会・区による美化清掃活動を実施する。

1887 奈良県 A 斑鳩町 - 環境パトロール 週2回 町内
不法投棄、野焼き、犬のふん放置等防止のための環境パトロー
ルを実施する（役場職員による）。

1888 奈良県 B 斑鳩町
町民・自治会・学校
関係・各種団体・町
内金融機関等

ポイ捨て防止啓発キャン
ペーン

11月 町内
ポイ捨ての防止啓発のため、キャンペーンを実施し、町民及び観
光客に対して、広く周知を行う。

1889 奈良県 B 斑鳩町
町民・自治会・学校
関係・各種団体・町
内金融機関等

清流復活大作戦 3月1日 町内河川付近
大和川流域一斉清掃に併せて、町内の大和川、竜田川、富雄川
等の河川流域の清掃を行う。

1890 奈良県 A 斑鳩町 - 互助会清掃 調整中 町内 役場職員により、町内の清掃活動（ごみ拾い等）を実施する。

1891 奈良県 D 斑鳩町 学校関係
小学生によるごみポイ捨て
禁止啓発用看板作成

7月～3月
町内ポイ捨て多発
地帯

小学生によるごみポイ捨て禁止啓発看板を作成し、ポイ捨て多発
地帯に設置することで、ごみポイ捨ての抑止を図る。

1892 和歌山県 A 岩出市 - 不法投棄監視パトロール 毎週水曜・木曜日 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

1893 和歌山県 A 岩出市 - 監視パトロール
毎週水曜・木曜・
金曜日

市内 職員による早朝の監視パトロールを実施する。

1894 和歌山県 A
生活環境連絡協議
会

- 環境パトロール 毎月第2日曜日 岩出市 地域住民団体による環境パトロールを実施する。

1895 和歌山県 A 有田市 - 不法投棄パトロール 5月30日～6月5日 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

1896 和歌山県 D 白浜町 - ゴミゼロの日啓発 5月30日 清掃センター １日清掃センター所長を委嘱し、スーパー等で街頭啓発を行う。
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1897 和歌山県 B
白浜町環境保全協議
会

白浜町 海や川の一斉清掃 6月7日 町内 海や川の一斉清掃を実施する。

1898 和歌山県 B
白浜町青少年育成町
民会議

白浜町、日置小学
校、日置中学校

クリーングリーン 12月初旬 大崎海岸一帯 一斉清掃を実施する。

1899 和歌山県 B
白浜町青少年育成町
民会議

白浜町、白浜町ボラン
ティア協議会、日置家庭
学級、日置川拠点公民
館、市鹿野小学校

クリーングリーン 6月7日 川添地域
川添地区日置川沿い（宇津木橋から滝）投棄物の撤去等を実施
する。

1900 和歌山県 A すさみ町 - 不法投棄パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員によるパトロールを実施する。

1901 和歌山県 D 日高町 - 普及啓発 5月30日～6月5日 町内 ケーブルテレビによる啓発活動（ＺＴＶ）を行う。

1902 和歌山県 A 広川町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 不法投棄の監視のためパトロールを年間を通じ実施する。

1903 和歌山県 A みなべ町 - 不法投棄パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員によるパトロールを実施する。

1904 和歌山県 A 湯浅町 - 環境パトロール 5月30日 町内 町内不法投棄物の撤去及び監視を町職員で実施する。

1905 和歌山県 A 有田川町 - 環境パトロール 5月30日～6月5日 町内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

1906 和歌山県 A 紀の川市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄防止を推進するための巡回パトロール及び投棄物の撤
去をメイン業務とし、地域美化の向上を図る。

1907 和歌山県 B 高野町 - 筒香地区河川清掃 5月12日 高野町筒香地区 河川の一斉清掃を実施する。

1908 和歌山県 B 高野町 - 富貴地区河川清掃 7月中旬 高野町富貴地区 河川の一斉清掃を実施する。

1909 和歌山県 A 紀の川市 -
不法投棄監視パトロール
及び撤去業務

6月1日（パトロー
ル）、6月中旬

市内
監視ウィーク中に日を決め、市内全域で不法投棄が多発する地
点を重点的にパトロールを行う。
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1910 和歌山県 A 紀の川市 -
不法投棄監視パトロール
及び撤去業務

6月中旬 市内
不法投棄物が多発している箇所に和歌山県より借りた監視カメラ
を設置し、不法投棄者の検挙と不法投棄の抑制を行う。

1911 和歌山県 H 広川町 - 不法投棄防止啓発活動 6月中 広川町主要道路
広川町主要道路沿いに不法投棄防止のノボリを設置し、不法投
棄防止の啓発活動を行う。

1912 和歌山県 A 橋本市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
職員による不法投棄監視パトロール及び投棄物の撤去を実施す
る。

1913 鳥取県 A 岩美町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 町職員及び環境美化指導員によるパトロール強化を行う。

1914 鳥取県 B
加茂川を美しくする運
動連絡協議会

米子市 春の加茂川一斉清掃 6月22日 加茂川周辺
加茂川沿線上の町区民による花壇の維持管理、苗木の補植やご
み拾いなどの美化清掃活動を実施する。

1915 鳥取県 B 倉吉市 各自治公民館 ごみゼロ全市一斉清掃 10月20日 市内 清掃活動を実施し、環境美化の促進と意識の向上を図る。

1916 鳥取県 AC 倉吉市 - 環境パトロール 6月25日 市内
ごみ集積場の分別状況の確認を行い、ごみの適正処理、リサイク
ルを推進する。

1917 鳥取県 B 倉吉市 各自治公民館 ごみゼロ運動 4月～6月 市内 清掃活動を実施し、環境美化の促進と意識の向上を図る。

1918 鳥取県 ABD 江府町 江府町全集落
環境パトロール及び江府町
内一斉清掃

8月（第１日曜日） 町内
8月の第一日曜日を基準日として各集落において、防災無線によ
る不法投棄防止の啓発及び不法投棄監視パトロール（町職員）、
町内一斉清掃（全集落）を行う。

1919 鳥取県 B 境港市 -
境港市市内一斉清掃兼ラ
ムサール条約湿地中海・宍
道湖一斉清掃

6月8日
境港市夕日ヶ丘又
は西工業団地ほか

市内一斉に清掃活動を実施し、環境美化促進と市民の環境に対
する意識の向上を図る。

1920 鳥取県 B 境港市
境港市内釣具取扱
店
行政機関

シーサイドクリーンアップ活
動

10月中 竹内団地岸壁周辺
釣客等が廃棄して海岸に散乱したゴミを清掃し、合わせてゴミの
持ち帰りを呼びかける。

1921 鳥取県 B 大山町 - 海の日一斉清掃 7月21日 平田、末吉海岸
平田、上万、末吉、国信の集落の各戸や各団体、子ども会が参加
し、海岸清掃を行う。

1922 鳥取県 B 大山町 - 御来屋地区一斉清掃 6月1日 名和地区 6月の第一日曜日に、名和屋地区の集落周囲の清掃を行う。
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1923 鳥取県 AD 日野町 - 環境パトロール 6月上旬 町内
防災無線により、町民に「不法投棄防止」を周知・啓発すると共
に、公用車により、不法投棄監視パトロールを実施する。（特に山
林に通ずる道路脇を重点に）

1924 鳥取県 B 伯耆町区長協議会 伯耆町 伯耆町環境美化活動 6月15日 町内
町内の各集落各地域で道路・公園等の清掃活動を実施し、住民
の美化環境意識の高揚を図る。

1925 鳥取県 A 三朝町 - 環境パトロール 年間 町内
発砲スチロール、トレー回収時に、不法投棄防止ステッカーを貼っ
た車両で町内を回り、不法投棄の発見と住民意識の向上を図る。

1926 鳥取県 A 三朝町 - 環境パトロール 6月 町内
昨年度までで未処理となっている不法投棄現場等の確認及び周
辺の調査、パトロールを行い、投棄者の特定と早期撤去を図る。

1927 鳥取県 A 三朝町 - 不法投棄監視カメラ設置 通年 町内２箇所
不法投棄多発地帯の不法投棄防止及び投棄者の検挙に向け、
監視カメラを設置する（本物１台、ダミー2台を予定）。

1928 鳥取県 A 八頭町 - 環境パトロール 月3回 町内 嘱託職員による不法投棄のパトロールを実施する。

1929 鳥取県 B 湯梨浜町 賛同する団体、個人 海岸一斉清掃 5月18日
湯梨浜町内各海水
浴場

ハワイ・宇野・石脇海水浴場で一斉清掃を行う。

1930 鳥取県 B 湯梨浜町 賛同する団体、個人 東郷池一斉清掃 5月18日 東郷池周辺 東郷池周辺の一斉清掃を行う。

1931 鳥取県 B
湯梨浜町泊地域自治
区

湯梨浜町 泊地域クリーン作戦 5月18日 湯梨浜町泊地域 泊地域において、地区ごとに一斉清掃活動を行う。

1932 鳥取県 A 米子市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 不法投棄監視員及び市職員によるパトロール強化を行う。

1933 鳥取県 A 米子市 - 地域生活環境整備事業 5月～3月 市内
非常勤職員を限定雇用し、ポイ捨て・不法投棄ごみのパトロール
及び回収をする。

1934 鳥取県 CE 米子市 - 米子市環境フェア2014 9月20日 米子市文化ホール
環境講演会、紙すき体験、貝類を活用した浄化実験、ダンボール
堆肥（生ごみ処理）紹介、分別クイズ等を実施する。

1935 鳥取県 B 米子市 -
ラムサール条約登録湿地
中海・宍道湖一斉清掃

6月8日 湊山公園親水護岸
中海親水護岸の清掃活動を実施し､環境美化促進と市民の環境
に対する意識の向上を図る。
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1936 鳥取県 B
米子市地区環境問題
を考える企業懇話会

米子市 皆生海岸美化清掃 6月15日 皆生海岸周辺 皆生海岸におけるごみ拾いなどの美化清掃活動を実施する。

1937 鳥取県 A 伯耆町 - 不法投棄パトロール
毎月第2・4水曜日
の午後

町内
定期的にパトロールを実施し、不法投棄現場の早期発見、早期
対応を行う。

1938 鳥取県 A 倉吉市 - 不法投棄監視パトロール 6月 市内
過去に不法投棄事案があった箇所を中心にパトロールを実施し、
不法投棄現場の早期発見、早期対応を行う。

1939 鳥取県 A 若桜町 - 不法投棄パトロール 5月30日～6月5日 町内 不法投棄多発地帯のパトロール強化を行う。

1940 鳥取県 A 日吉津村 - 不法投棄監視パトロール 6月中 村内
日吉津村ポイ捨て等禁止条例の施行（H25.4.1）に伴い、周知・啓
発活動を兼ねて不法投棄監視パトロールを実施する。

1941 鳥取県 A 南部町 - 町内一斉清掃 6月1日 町内
各集落の道路、公園、河川等のゴミ拾いなどの美化清掃活動を
実施する。

1942 鳥取県 A 鳥取市 自治会
不法投棄監視員によるパト
ロール

年間 市内各地区
各地区公民館単位に配置している不法投棄監視員が行う巡視に
より得られた不法投棄の情報を市に報告する。

1943 鳥取県 A 湯梨浜町 - 環境美化促進員巡回 通年 町内各地
湯梨浜町環境美化促進員2名により町内のポイ捨てや犬のフン
の放置などを防止するため、巡視や広報活動を行う。（月4回程
度）

1944 鳥取県 A 湯梨浜町 - 不法投棄監視員巡回 通年 町内各地
不法投棄の防止のため、毎月3名の不法投棄監視員が巡視を行
う。

1945 鳥取県 B
海岸クリーン作戦実
行委員会

イオンモール日吉津 海岸クリーン作戦
4月5日、7月中、8
月下旬

日吉津海岸、日野
川河川敷

日吉津海岸、日野川河川敷の清掃活動を実施する。

1946 鳥取県 A 大山町 - 不法投棄パトロール 毎月 町内
定期的にパトロールを実施し、不法投棄現場の早期発見、早期
対応を行う。

1947 鳥取県 A 日南町 - 環境パトロール 通年（月2回） 町内 町職員による環境パトロールと不法投棄撤去作業を実施する。

1948 鳥取県 A 琴浦町 - 不法投棄監視パトロール 毎月2回 町内
不法投棄監視員2名よる海岸及び山間地の道路わきや崖地を巡
回し監視する。
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1949 鳥取県 B 米子市 -
ラムサール条約登録湿地・
中海・宍道湖一斉清掃

6月9日 湊山公園親水護岸
中海親水護岸の清掃活動を実施し、環境美化促進と市民の環境
に対する意識の向上を図る。

1950 鳥取県 B
鳥取市市民運動推進
協議会

鳥取市 鳥取市一斉清掃
5月18日、10月19
日

鳥取地域全域
鳥取市鳥取地域の全町内会が、公園や道路などの一斉清掃を行
う。

1951 鳥取県 B 湖山池を守る会 鳥取市 湖山池周辺一斉清掃
5月18日、7月6
日、10月19日

湖山池周辺
湖山池周辺の町内会などが、湖山池周辺や池に浮かぶ青島の
一斉清掃を行う。

1952 鳥取県 B 狐川を美しくする会 鳥取市 狐川一斉清掃
5月18日、10月19
日

狐川
鳥取市内を流れる狐川沿いの町内会が、狐川の一斉清掃を行
う。

1953 鳥取県 B 袋川美化推進協議会 鳥取市 袋川一斉清掃
5月18日、10月19
日

袋川護岸
鳥取市内を流れる袋川沿いの町内会が、袋川の一斉清掃を行
う。

1954 鳥取県 B 袋川をはぐくむ会 鳥取市 袋川除草作戦 5月31日 袋川河川敷
鳥取市内を流れる袋川沿いの町内会などが、袋川河川敷の除草
を行う。

1955 鳥取県 B 青谷町観光協会 鳥取市 鳴り砂クリーン作戦 6月15日、10月5日
青谷海岸、井出ヶ浜
海岸

鳴り砂で知られる青谷海岸、井出ヶ浜海岸の一斉清掃を行う。

1956 鳥取県 B
米子市環境をよくする
会

米子市 春季市内一斉清掃 4月20日 市内
市内全域におけるごみ拾い、側溝清掃などの美化清掃活動を実
施する。

1957 鳥取県 B
米子市環境をよくする
会

米子市 秋季市内一斉清掃 10月5日 市内
市内全域におけるごみ拾い、側溝清掃などの美化清掃活動を実
施する。

1958 鳥取県 B
加茂川を美しくする運
動連絡協議会

米子市 秋の加茂川一斉清掃 10月26日 加茂川周辺
加茂川沿線上の町区民による花壇の維持管理、苗木の補植やご
み拾いなどの美化清掃活動を実施する。

1959 鳥取県 A 鳥取市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
「不法投棄監視中」のステッカーを市の公用車に貼り、市職員が
運転する時は、不法投棄に常に目を光らせます。

1960 鳥取県 A 智頭町 - 不法投棄パトロール 毎月 町内
定期的にパトロールを実施し、不法投棄現場の早期発見、早期
対応を行う。

1961 鳥取県 A 日野町 - 環境パトロール 通年 町内
公用車により、不法投棄監視パトロールを実施する。（特に山林
に通ずる道路脇を重点に）不法投棄禁止の看板設置を行う。

1962 鳥取県 B 日野町 各自治会 クリーン作戦 9月～11月 町内 町内の各自治会で、それぞれの地区の道路等の清掃を行う。
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1963 鳥取県 A 日南町
日南町環境立町推
進協議会

不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内
町職員と環境立町推進協議会委員による不法投棄監視パトロー
ルを実施する。

1964 鳥取県 G 日南町
日南町環境立町推
進協議会

不法投棄撲滅キャンペーン 10月中旬 日南町役場
「にちなんふる里まつり」において、不法投棄現場等のパネル展
示を行い、その撲滅に向けた啓発を図る。

1965 鳥取県 B 鳥取市 自治会 気高海岸一斉清掃 6月29日、8月31日 気高海岸 鳥取市気高地域の海岸の一斉清掃を行う。

1966 鳥取県 B
鳥取市市民運動推進
協議会

鳥取市 鳥取砂丘一斉清掃 4月13日、9月下旬 鳥取砂丘 鳥取砂丘美化のため、一斉清掃を実施する。

1967 鳥取県 B 鳥取市水道局 - 千代川市民一斉清掃 6月1日
千代川倉田スポー
ツ広場

本市水道の水源である千代川の汚染を防止するとともに、市民の
水質保全に対する意識の向上を図り、もって安全かつ良質な水
道水の供給を確保する。

1968 鳥取県 B 若桜町 - 町内一斉美化活動 7月13日 町内
各集落の道路、公園、河川等のごみ回収等の清掃活動を実施す
る。

1969 鳥取県 Ｆ 若桜町 - 環境衛生委員視察研修 10月下旬 鳥取地域
リサイクル施設等の視察を行い、若桜町内の環境衛生委員にご
みの分別やリサイクル等について学んでもらう。

1970 鳥取県 B 三朝町 - 町内一斉清掃 4月、10月 町内
例年行う町内全地区での一斉清掃。ゴミ袋を各区長宛に無料配
布し、指定日に清掃活動を行う。

1971 島根県 H 益田市
廃棄物収集委託業
者

不法投棄監視パトロール 通年 市内
市の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者が、日常の収集事
業を通じパトロールを実施する。

1972 島根県 A  松江市 住民、関係機関 不法投棄監視ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 6月9～6月30日
重点監視地域(10か
所)

市内10箇所の不法投棄重点監視地域を指定し、市、住民、関係
機関が合同してパトロールを実施する。

1973 島根県 B 雲南市 各自治会 市内清掃活動 4月～6月 市内 公園、水辺、河川等の一斉清掃を実施する。

1974 島根県 B 大田市 住民・関係機関 環境美化行動の日 6月1日 市内 市内全域の一斉清掃を実施を実施する。

1975 島根県 A 大田市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄監視パトロールを実施を実施する。

1976 島根県 B 邑南町
社会福祉協議会、自
治会

環境美化活動 通年 町内 住民参加によるごみ収集活動を実施する。
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1977 島根県 A 邑南町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町による不法投棄監視パトロールを実施する。

1978 島根県 A 川本町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 パトロールでのパトロール実施を実施する。

1979 島根県 B
江津市衛生組合協議
会

旧江津市自治会 市民一斉清掃 6月8日 旧江津市内 散在性ごみ収集を実施する。

1980 島根県 B
江津市衛生組合協議
会

旧桜江町自治会 クリーンさくらえ 5月18日 旧桜江町内 散在性ごみ収集を実施する。

1981 島根県 B 西ノ島町 自治区 全町一斉清掃 5月18日 全町 住民参加による全町一斉清掃を実施する。

1982 島根県 A 益田市
自治会、ボランティア
団体等

不法投棄監視パトロール 通年 市内
自治会、ボランティア団体等がパトロール及びごみ回収を実施す
る。

1983 島根県 B 松江市 ボランティア団体 海岸漂着ゴミ回収 通年 島根半島沿岸 島根半島沿岸の海岸漂着ゴミ回収を実施する。

1984 島根県 D 松江市 -
松江市きれいな町づくり条
例啓発活動

通年
美化推進地域
(9地域)

松江市きれいなまちづくり条例の指導・啓発のための巡回パト
ロールを実施する。

1985 島根県 B 松江市 - 市内一斉清掃 6月中 市内 地域住民による一斉清掃を実施する。

1986 島根県 B 美郷町自治会 美郷町 町内一斉清掃 6月1日 町内 毎年6月第１日曜日に各自治会において清掃活動を実施する。

1987 島根県 Ｆ 安来市 - 小学生ごみ処理施設見学
5月下旬～7月上
旬

市内処理施設 市のごみ処理施設の見学を開催する。

1988 島根県 A 安来市 - 不法投棄パトロール 5月26日～6月6日 市内 不法投棄パトロール及び廃棄物確認を実施する。

1989 島根県 B 安来市 地域住民、事業者 クリーンアップ安来デー 6月8日 市内 市内一斉清掃を実施する。

1990 島根県 B 隠岐の島町
建設業組合、水道事
業者、廃棄物処理業
者

春の一斉清掃 5月11日、5月18日 町内
地区毎に住民が地区内の清掃を実施し、建設業協同組合等の協
力を得て処分を実施する。
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1991 島根県 B 出雲市
各地区環境保全連
合会・学校

市民一斉クリーンデー 6月1日付近 市内
環境月間の一環として市内各地区の一斉清掃を実施する。市内
広報6月号に掲載する。

1992 島根県 B 奥出雲町 各自治会 環境美化活動 4月20日 町内 廃棄物の回収を含む一斉美化活動を行う。

1993 島根県 A 浜田市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
市内全域の不法投棄監視パトロールと投棄物の回収を実施す
る。

1994 島根県 B 津和野町
各自治会、民間団体
等

町内一斉空き缶等回収 4月20日 津和野地域全域 町内の国道・県道・町道沿いのゴミ収集活動を実施する。

1995 島根県 B 津和野町 各自治会 町内一斉清掃 5月～6月 日原地域全域
町内の国道・県道・町道沿いのごみ収集、草刈りを実施する（河
川敷きを含む）。

1996 島根県 A 知夫村 - 不法投棄パトロール 5月23日 知夫村道全域 村道全域のパトロールを実施する。

1997 島根県 A 隠岐の島町 - 環境モニター事業 年4回 町内 ７地区各2名の環境モニターを配置し、環境パトロールを行う。

1998 島根県 B 隠岐の島町
地域住民
事業者

海岸清掃 通年 隠岐の島町沿岸 地区ごとに住民が地区内の海岸清掃を実施する。

1999 島根県 B 飯南町 自治会
空き缶等散在型ごみ収集
活動

4月13日 町内 「わが町は美しく」をテーマに散在性ごみの収集を行う。

2000 島根県 A 江津市 自治会等
不法投棄ごみ等監視パト
ロール

通年 市内 不法投棄場所、看板設置箇所の特定及びその監視を実施する。

2001 島根県 B 川本町 各自治会 町内一斉清掃 5月25日 町内 町内一斉に地域住民による清掃を実施する。

2002 島根県 D 出雲市 - 環境月間等懸垂幕設置 5月下旬～6月末 市内
「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」「ごみ減量・リサイクル推進月
間」「環境月間」等に懸垂幕を設置する。

2003 島根県 B
益田地域広域市町村
圏事務組合

津和野川、高津川漁
協、地域の自治会

高津川一斉清掃活動 10月
高津川流域、道の
駅シルクウェイ周辺

高津川河川内のごみ拾い及び草刈りを実施する。

2004 岡山県 A
ＮＰＯ法人宇喜多堤
見守り監視隊

早島町
不法投棄ごみ回収・監視事
業

通年 町内
毎週水・土・日曜日に町内一円の不法投棄監視・回収活動を実施
し、環境美化保全の推進を図る。
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2005 岡山県 A
赤磐市環境衛生推進
協議会

- 不法投棄禁止看板設置 調整中 市内 不法投棄多発箇所の巡視及び不法投棄禁止看板の設置を行う。

2006 岡山県 AD 浅口市 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内
5月の市広報紙において、不法投棄監視ウィークについて広報を
行う。5月30日～6月5日の期間で、市内のパトロールを強化する。

2007 岡山県 A 井原市 - 環境巡視 通年 市内
専門員を配置し、市内の廃棄物の不法投棄の早期発見及び未然
防止を図る。

2008 岡山県 B 笠岡市

笠岡市環境衛生協議
会、笠岡市廃棄物減量
推進員、一般廃棄物収
集運搬許可業者及び収
集運搬委託業者、一般
市民

ごみゼロの日の不法投棄
撲滅キャンペーン

5月30日

笠岡市干拓地内国
道2号線バイパス周
辺（笠岡湾干拓地
内）

悪質な不法投棄やポイ捨て現場のごみ撤去と美化活動及び不法
投棄の看板設置を行い、その模様を報道機関を通じて周知し、市
民の問題意識や監視強化の啓発を図る。

2009 岡山県 Ａ 笠岡市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄多発箇所を重点に不法投棄の監視パトロール・不法投
棄禁止看板の設置・不法投棄廃棄物の撤去を実施する。

2010 岡山県 B
環境衛生委員　西粟
倉村役場組合

- 村内清掃活動 4月27日 西粟倉村 村内の不法投棄されたゴミの回収を実施する。

2011 岡山県 A 吉備中央町
吉備中央町環境衛
生協議会

不法投棄防止事業 通年 町内
不法投棄監視パトロール・看板のぼりの設置・不法投棄廃棄物の
撤去を実施する。

2012 岡山県 A 久米南町 町不法投棄巡視員 不法投棄巡視パトロール 毎月2回程度 町内
町不法投棄巡視員2名が通年、毎月2回程度巡視活動を実施す
る。

2013 岡山県 A 里庄町 - 不法投棄対策事業 通年 町内
不法投棄多発箇所への不法投棄禁止看板及び監視カメラの設
置、不法投棄物の回収等を実施する。

2014 岡山県 DG 里庄町 小学校
不法投棄防止等ポスターコ
ンクール

夏～秋 町内

町内小学校４～６年生を対象に、不法投棄防止等に関するポス
ターコンクール（夏休みを利用）を実施し、優秀作品を決定する。
優秀作品の図案を啓発看板として使用し、不法投棄発生場所へ
の設置を行うことで防止に努めるとともに、環境教育の一助とす
る。

2015 岡山県 B
里庄町、里庄町環境
衛生協議会

- 町内一斉クリーン作戦 11月第4日曜日 町内
町内各地において、道路、公共施設等のごみ拾い等の清掃活動
を実施する。

2016 岡山県 A
勝央町、勝央町環境
衛生協議会

- 不法投棄パトロール 通年 町内 不法投棄の巡回パトロール活動を行う。
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2017 岡山県 A 新庄村 - 監視パトロール 毎日 村内 毎日地域内（24地区）の監視業務を実施する。

2018 岡山県 D 新庄村 新庄村衛生委員会 新庄村全域 5月30日（3回） 村内 告知放送で不法投棄防止放送を行う。

2019 岡山県 B 瀬戸内市 - クリーン作戦 7月中 市内 市内各地において、道路、河川等の清掃美化活動を実施する。

2020 岡山県 A
瀬戸内市、瀬戸内市
環境衛生協議会

- 不法投棄等パトロール 8月、2月 市内
公用車に不法投棄パトロール中のマグネットを貼り、市内問題箇
所のパトロールを実施する。

2021 岡山県 E 総社市 - 野口健環境学校 11月上旬 未定 環境学校を開催予定（詳細未定）。

2022 岡山県 B 総社市 - クリーン作戦 6月1日、11月2日 市内 市内各地において、道路、河川等の清掃美化活動を実施する。

2023 岡山県 BDG 高梁市
高梁市環境衛生協
議会

高梁市民環境月間啓発
10月、9月15日、
10月

市内
クリーン作戦を実施する。広報たかはし9月号に掲載する。環境
フェアを開催する。

2024 岡山県 AD 高梁市 ごみ減らし隊 監視パトロール 通年 市内
ごみ減らし隊及び公用車等での不法投棄監視パトロールを実施
する。

2025 岡山県 D 玉野市 - 監視ウィークの啓発 5月 -
市広報5月号へ不法投棄監視ウィークを掲載し、広く市民に啓発
を図る。

2026 岡山県 Ｆ 玉野市
玉野市環境衛生協
議会代議員会

研修会 5月29日
玉野市リサイクルプ
ラザ

ごみ減量、3R、環境美化等の研修会を開催する。

2027 岡山県 B 玉野市 - 市内一斉クリーン作戦 6月中 市内各地 市内各地において、道路、河川等の清掃美化活動を実施する。

2028 岡山県 AB 玉野市
玉野市環境衛生協
議会代議員会

ポイ捨て・不法投棄防止パ
トロール

6月上旬 未定
市内観光地において、清掃美化活動及びポイ捨て・不法投棄防
止のキャンペーンを実施する。

2029 岡山県 D 津山市 - 不法投棄防止啓発 8月 市内 広報紙に不法投棄防止を呼びかける文章を掲載する。

2030 岡山県 D 奈義町 - 監視ウィークの啓発 6月 - 無線放送で告知を行う。
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2031 岡山県 C 奈義町 - 廃プラスチック回収 6月14日 町内果樹園
奈義町の一般家庭を対象に、農業・畜産用の廃プラスチックの回
収を実施する。

2032 岡山県 A 新見市
（社）岡山県産業廃棄物
協会　備北支部・新見市
環境衛生協議会・新見市

- 11月 市内 ごみ・不法投棄物等の清掃及び撤去を実施する。

2033 岡山県 A 新見市 - - 通年 市内 市内各地区の監視員が、不法投棄の有無を毎月報告する。

2034 岡山県 B
新見市環境衛生協議
会

- 春のクリーン作戦 4月6日 市内 道路沿いを中心に一斉清掃を行う。

2035 岡山県 A 早島町 - 一斉清掃 5月、7月、11月 町内 各地域の一斉清掃を実施する。

2036 岡山県 ABCDＦ 早島町 - 環境美化推進月間 5月1日～6月30日 町内
「環境美化推進月間」にごみ減量化等を促す啓発活動、町内一斉
清掃、監視清掃活動を実施する。

2037 岡山県 B
真庭市落合地区環境
衛生協議会

- 一斉清掃 3月、8月 真庭市落合地区内 河川及び道路の一斉清掃を実施する。

2038 岡山県 B
真庭市勝山地区環境
衛生協議会

- 環境パトロール 11月
真庭市勝山地区全
域

勝山地区環境衛生指導員による、不法投棄パトロール及び道
路、河川等の清掃を実施する。

2039 岡山県 B
真庭市久世地区環境
衛生協議会

- 河川一斉清掃 3月
真庭市久世地区河
川

河川の一斉清掃を実施する。

2040 岡山県 B
真庭市久世地区環境
衛生協議会

- 道路一斉清掃 8月、12月 真庭市久世地区内 道路の一斉清掃を実施する。

2041 岡山県 B
真庭市蒜山地区環境
衛生協議会

- 美化活動 4月～6月 真庭市蒜山地区内 河川及び道路の一斉清掃を実施する。

2042 岡山県 B
真庭市北房地区環境
衛生協議会

- クリーン作戦 9月
真庭市北房地区全
域

道路、河川等の一斉清掃を実施する。

2043 岡山県 B
真庭市湯原地区環境
衛生協議会

- 河川一斉清掃 6月～7月 真庭市湯原地区内 河川の一斉清掃を実施する。

2044 岡山県 A 美咲町 - 監視パトロール 年間 町内
産業廃棄物及び一般廃棄物の不法投棄・不適切処分の早期発
見、早期対処を行うためのパトロールを実施する。
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2045 岡山県 A 美作市 - 不法投棄監視パトロール 年間 市内 市臨時職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

2046 岡山県 AD 美作市
美作市環境衛生協
議会

不法投棄防止啓発 年間 市内
美作市全域から選出されている環境衛生協議会委員に不法投棄
監視パトロールのステッカーを配布し、自家用車に貼り付け移動
を依頼する。

2047 岡山県 A 矢掛町 町民 環境巡視事業 年間（週3回） 町内
町内の住民に地域の環境巡回パトロールを実施していただき、廃
棄物の不法投棄未然防止及び不法投棄の早期発見を図る。

2048 岡山県 C 和気町 - プラ容器回収事業 通年 全町 プラ製容器包装の分別回収を全町で実施する。

2049 岡山県 A
井原市
環境衛生協議会

- 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内
環境衛生協議会の110名の不法投棄監視パトロール員が、一年
を通して活動しているが、監視ウィーク期間中に必ず一回活動す
る。

2050 岡山県 CD
井原市環境フェアー
実行委員会、井原市

- 井原市環境フェアー 6月1日 井原駅前広場
環境ポスター、環境標語及び環境川柳の展示、リサイクル品の展
示、販売、環境クイズ、環境学習コーナーを実施する。

2051 岡山県 C 和気町 - 廃食用油の回収事業 通年 町内
廃天ぷら油を公共施設や一般家庭から回収し、再資源化に資す
る。

2052 岡山県 A
和気町環境衛生指導
員協議会

- 環境パトロール 9月第2日曜 町内
町内を9ブロックに分け各地域担当指導員による一般・産廃等の
不法投棄状況の調査を実施する。

2053 岡山県 B
鏡野町（鏡野地区・奥
津地区・上齋原地区・
富地区）

- 河川・道路清掃 6月～8月 町内 各地区による道路及び河川等の清掃を実施する。

2054 岡山県 A 浅口市 - 不法投棄監視パトロール 7月～3月 市内 市内のパトロール及び不法投棄物の回収を実施する。

2055 岡山県 B 奈義町 - 粗大ごみ収集 10月5日
町内（東山工業団地
敷地）

奈義町の一般家庭を対象に粗大ごみの回収を実施する。

2056 岡山県 B 奈義町 - 家電リサイクル収集 10月7日
町内（すぱーく奈義
駐車場）

奈義町の一般家庭を対象に家電リサイクル４品目の回収を実施
する。

2057 岡山県 A 笠岡市
笠岡市廃棄物減量
推進員

不法投棄監視パトロール
及び不法投棄看板設置

通年 市内 不法投棄多発箇所の巡視及び不法投棄禁止看板の設置を行う。
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2058 岡山県 Ｆ 笠岡市 - 環境出前講座 通年 市内
各地区ごみ収集施設での正しいごみの出し方・分け方の指導や、
不法投棄の現状や課題、発見時の通報、一般廃棄物の減量化・
資源化について地域の要望に応じて出前講座を行う。

2059 岡山県 B
矢掛町、矢掛町環境
衛生協議会

- 春季・秋季一斉清掃 6月1日、10月5日 町内 町内各地域の一斉清掃を実施する。

2060 岡山県 A
備前市環境衛生指導
委員会

備前市 不法投棄防止事業 通年 市内 不法投棄監視パトロール・啓発ステッカー配布を行う。

2061 岡山県 A
備前市環境衛生指導
委員会

備前市 不法投棄一斉清掃事業 3月 市内 不法投棄廃棄物の撤去・不法投棄禁止看板の設置を行う。

2062 広島県 B 竹原市 -
大久野島おさかな放流・海
岸クリーンアップ事業

7月 竹原市大久野島 海浜清掃（不法投棄、漂着ごみ回収を含む）、魚の放流を行う。

2063 広島県 D 竹原市 - 広報誌 随時 市内 広報誌により不法投棄防止について啓発する。

2064 広島県 B 竹原市 -
リフレッシュ瀬戸内（的場海
岸清掃）

6月29日 竹原市的場海岸 海浜清掃（不法投棄、漂着ごみ回収を含む）を実施する。

2065 広島県 A 安芸高田市 -
不法投棄防止監視パト
ロール

調整中 市内
不法投棄を未然に防止するためのパトロール及び散乱ごみの回
収を実施する（公衛協委託）。

2066 広島県 A 江田島市
各自治会
江田島市公衆衛生
推進協議会

江田島市環境ウィーク 5月30日～6月5日 市内
市職員による不法投棄監視・注意呼びかけ、防災無線による住
民啓発、自治会及び各団体への協力依頼を行う。

2067 広島県 B 木江地区連合区長会 住民 木江地区一斉清掃 6月1日
大崎上島町木江地
区

地区内の河川、溝などを住民が主体となって清掃を行う。

2068 広島県 B

大崎ライオンズクラ
ブ、大崎上島町公衆
衛生推進協議会大崎
支部

大崎上島大崎ライオンズ
クラブ、子ども会、中学校
生徒会、安全推進協議
会

大崎地区清掃でクリーン
アップ

11月
大崎上島町大崎地
区

地区内の道路、空き地、溝などに捨てられている空き缶、びん、ゴ
ミなどを拾う。

2069 広島県 A 大竹市 - 通常パトロール 通年 市内 不法投棄対策事業として、週に4回パトロールを行う。

2070 広島県 AB
大竹市公衆衛生推進
協議会

大竹市 大竹クリーンキャンペーン 9月28日 市内
大竹市公衆衛生推進協議会と市が連携し、自治会・子ども会等
の協力により市内全域で路上等への投棄ごみなどの清掃活動を
実施する。
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2071 広島県 A 大竹市自治会連合会 大竹市
ごみの不法投棄実態調査
及び回収処理

2月～3月 市内 ごみの不法投棄実態調査及び回収処理を実施する。

2072 広島県 B
尾道市公衆衛生推進
協議会

尾道市 不法投棄防止キャンペーン
5月29日～6月30
日、12月1日～12
月30日

市内 市内一円での不法投棄物の回収・清掃活動を実施する。

2073 広島県 D 海田町 - チラシ 随時 町内
チラシにより不法投棄防止及び正しいごみの処理方法を啓発す
る。

2074 広島県 A 海田町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 不法投棄監視パトロール及び不法投棄ごみ回収を実施する。

2075 広島県 A 海田町 - 監視カメラの設置 随時 町内
不法投棄多発箇所に低価格のダミーカメラを設置し、不法投棄の
抑止を図る。

2076 広島県 A
北広島町公衆衛生推
進協議会

- 不法投棄監視パトロール 通年 北広島町 不法投棄監視パトロールを実施する。

2077 広島県 Ｆ 熊野町
熊野町公衆衛生推
進協議会

ごみの分別出前講座 通年 町内
町広報、ホームページ等でごみの分別出前講座開催への応募を
呼びかけ、応募のあったところへ出向き、実施する。

2078 広島県 A 熊野町 -
不法投棄ごみ監視パトロー
ル業務

通年 町内
熊野町高齢者能力活用協会へ監視パトロールを委託し、不法投
棄ごみに警告シールを貼り付ける。

2079 広島県 A 熊野町 -
不法投棄ごみ監視パトロー
ル業務

通年 町内
専門的知識、技能等を有する前警察官を不法投棄監視パトロー
ル等の業務を行う嘱託員として雇用し、町内の不法投棄が多く発
生している場所を重点的に、車両によるパトロールを実施する。

2080 広島県 A 熊野町 熊野郵便局
廃棄物等の不法投棄に関
する情報提供の業務

通年 町内
郵便局職員が郵便配達途上等において業務に支障のない範囲
で確認できた事項について情報提供する。

2081 広島県 A
坂地区女性会議、横
浜女性会、坂町公衆
衛生推進協議会

-

坂地区女性会議及び横浜
女性会並びに坂町公衆衛
生推進協議会による合同
不法投棄パトロール及び道
路清掃

4月5日 国道31号沿い 不法投棄パトロール及び道路清掃を実施する。

2082 広島県 A 坂町 - 監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 監視パトロールを実施する。

2083 広島県 A 坂町 - 監視パトロール 通年 町内 監視パトロールを実施する。
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2084 広島県 D 坂町 - 広報紙 随時 町内 広報紙により啓発する。

2085 広島県 A

坂町、坂町公衆衛生推進
協議会、坂町内16地区住
民福祉協議会、坂町漁業
協同組合、坂町遊漁船組
合、青少年育成坂町民会
議、坂町商工会他

- リフレッシュ瀬戸内 7月13日 坂町内沿岸部 海浜清掃（不法投棄、漂着ごみ回収を含む）を実施する。

2086 広島県 D 庄原市 -
環境の日環境月間にかか
る広報

6月5日 市内 広報誌により環境美化について啓発を実施する。

2087 広島県 B
庄原市内各公衆衛生
推進会

庄原市
庄原地域市街地下水路一
斉清掃

4月29日 庄原地域市街地 庄原地域市街地下水路の堆積土砂取り除きを行う。

2088 広島県 B
庄原市内各自治振興
区

庄原市内各公衆衛
生推進会

一斉美化活動の実施 4月～10月 庄原市
実施期間中において、各自治振興区単位で道路・河川の一斉清
掃を実施する。

2089 広島県 A
神石高原町公衆衛生
推進協議会

- 道路監視 通年 町内幹線道路 各自治振興会単位で道路不法投棄パトロールを行う。

2090 広島県 D 世羅町 - 広報誌 通年 町内 広報誌により不法投棄防止、環境美化について啓発を行う。

2091 広島県 Ｆ 世羅町 -
出前講座（正しいごみの出
し方とリサイクル）

年間12回予定 世羅町内 ごみ分別学習会を開催する。

2092 広島県 B
世羅町公衆衛生推進
協議会

-
河川道路等散乱ごみ一斉
清掃

通年 世羅町 各地区公衆衛生推進協議会により町内の一斉清掃を行う。

2093 広島県 A
世羅町公衆衛生推進
協議会

世羅町
不法投棄等廃棄物回収及
びパトロール

随時 町内
不法投棄された廃棄物を回収するとともに、パトロールを実施し、
不法投棄の拡大を未然に防ぐ。

2094 広島県 B
小さな親切運動府中
支部

府中市公衆衛生推
進委員会連合会・府
中市

府中市内清掃活動 6月12日
府中天満屋～鵜飼
駅～府中駅の周辺

道路の缶・ごみ拾い活動を実施する。

2095 広島県 B 廿日市市 - 海のクリーンアップ作戦 7月19日 廿日市地域沿岸部 海浜清掃（不法投棄、漂着ごみ回収を含む）を実施する。

2096 広島県 A 廿日市市 -
不法投棄廃棄物監視パト
ロール

年間18回 市内 不法投棄を未然に防止するためのパトロールを実施する（委託）。
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2097 広島県 A 廿日市市 - 不法投棄監視カメラ設置 年度中 市内 不法投棄を未然に防止するためカメラを設置する。

2098 広島県 A
廿日市市大野公衆衛
生推進協議会

- 不法投棄踏査業務 年間2回 大野地域
不法投棄を未然に防止するための巡回及び不法投棄物の回収を
実施する。

2099 広島県 B
廿日市市公衆衛生推
進協議会

- 市内一斉清掃 6月1日、6月8日 廿日市地域 地域の清掃（不法投棄廃棄物の回収を含む）を実施する。

2100 広島県 A 廿日市市佐伯支所 - 環境監視業務 年間48回 佐伯地域 不法投棄を未然に防止するためのパトロールを実施する（委託）。

2101 広島県 A 廿日市市宮島支所 -
廃棄物の不法投棄の監視
及び回収

通年 宮島地域
不法投棄を未然に防止するためのパトロールを実施する（市職員
で対応）。

2102 広島県 D 廿日市市 - 広報誌 6月 市内 広報誌により不法投棄防止について啓発を行う。

2103 広島県 B 廿日市市佐伯支所 - 一斉清掃 6月 佐伯地域 地域の清掃を実施する（不法投棄廃棄物の回収を含む）。

2104 広島県 B
廿日市市佐伯公衆衛
生推進協議会

- 一斉清掃 10月 佐伯地域 地域の清掃を実施する（不法投棄廃棄物の回収を含む）。

2105 広島県 B
廿日市市宮島公衆衛
生推進協議会

- 海と川の清掃 6月21日 宮島地域沿岸部 海浜清掃を実施する（不法投棄、漂着ごみ回収を含む）。

2106 広島県 B
廿日市市吉和公衆衛
生推進協議会

- 一斉清掃 5月、10月 吉和地域 地域の清掃を実施する（不法投棄廃棄物の回収を含む）。

2107 広島県 A 東広島市 -
不法投棄夜間監視パト
ロール

調整中 市内 夜間における重点監視箇所のパトロールを行う。

2108 広島県 A
東広島市、東広島市
公衆衛生協議会

-
環境美化活動環境保全監
視活動

通年 市内
環境保全監視員（92名委嘱）による担当地域の監視及び回収活
動を実施する。シルバー人材センターと年間契約し、不法投棄ご
みの回収活動を実施する。

2109 広島県 BD 東広島市
東広島市公衆衛生
推進協議会

きれいなまちづくりキャン
ペーン

6月8日 市内
行政、市民、事業者が一体となってポイ捨て防止の街頭宣伝及
びごみ拾いを行うことで環境美化意識の高揚を図る。

2110 広島県 Ｆ 府中市
こどもエコクラブ・府
中市公衆衛生推進
委員会連合会

第19回水辺クリーンウォー
キング

12月中旬
芦田川～砂川河川
敷

こどもエコクラブと合同で、市内のこども達に水辺周辺の生き物の
実態を歩きながら、清掃活動を行う環境学習会を開催する。
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2111 広島県 A 府中市
府中市公衆衛生推
進委員会連合会

府中市グリーンパトロール
隊委嘱式

5月23日 府中市庁舎
府中市グリーンパトロール隊委嘱式を行う（委嘱期間平成26年6
月1日～平成27年5月31日）。

2112 広島県 A 府中市
府中市公衆衛生推
進委員会連合会

不法投棄監視パトロール 毎月2回以上
市内を15分割し、担
当する。

府中市グリーンパトロール隊委嘱式を行う（委嘱期間平成26年6
月1日～平成27年5月31日）。

2113 広島県 A 府中市
府中市公衆衛生推
進委員会連合会

不法投棄合同回収作業実
施

3月上旬 市内山間部
府中市グリーンパトロール隊員参加による不法投棄合同回収作
業・啓発活動を実施する。

2114 広島県 B
府中市公衆衛生推進
委員会連合会

- 芦田川等一斉清掃 5月18日 芦田川流域 空缶拾い及び清掃活動を実施する。

2115 広島県 B
府中市公衆衛生推進
委員会連合会

- 上下町地区一斉清掃 5月18日 上下町地区 空缶拾い及び清掃活動を実施する。

2116 広島県 Ｆ
府中市公衆衛生推進
委員会連合会

府中市・こどもエコク
ラブ

第28回水辺教室
8月上旬（PM1：30
～5：00）

芦田川・出口川流域
こどもエコクラブと合同で、市内のこども達に水生動物の学習によ
る環境学習会を開催する。

2117 広島県 H
府中市公衆衛生推進
委員会連合会

-
府中市公衆衛生推進委員
会連合会　総会

5月8日
府中市文化セン
ター

府中市公衆衛生推進委員会連合会総会・表彰式を開催する。

2118 広島県 A 府中町 - 巡回監視パトロール 年間40回 町内
大型ごみの不法投棄及び抜取りを防止するためのパトロールを
実施する。有価物（アルミ缶、新聞、雑誌等）の不法投棄及び抜取
りを防止するためのパトロールを実施する。

2119 広島県 B
府中町、府中町公衆
衛生推進協議会

町内会、町内企業他
空き缶等散乱ごみ追放
キャンペーン

 6月8日、12月7日 町内
自分たちのまちを自分たちできれいにすることにより、環境美化
意識の高揚を図り、不法投棄を防止する環境づくりを目指す。

2120 広島県 B 三原市 地元町内会
空き缶等散乱ごみ追放
キャンペーン

6月10日 市内４地域 一斉美化活動を実施する。

2121 広島県 B 三原市
三原法人会
地元町内会

沼田川クリーンキャンペー
ン

6月10日 市内、沼田川 一斉美化活動を実施する。

2122 広島県 A 三原市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄多発路線及びパトロールを実施する。

2123 広島県 Ｆ 三原市 -
出前講座（正しいごみの出
し方とリサイクル）

年間60回程度 市内 ゴミの分別説明会を開催する。
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2124 広島県 Ｆ 三原市 - 生活環境委員説明会 5月 市内
庭ゴミの正しい出し方、地域清掃への協力、ごみ集積所の把握等
の説明会を開催する。

2125 広島県 D 三原市 - 生涯学習フェスティバル 10月 市内 環境ポスターやパネル展示を行う。

2126 広島県 Ｆ 三次市 - 広報誌による普及・啓発 6月10日 市内 不法投棄防止の普及・啓発活動を行う。

2127 広島県 Ｆ 三次市 - 施設見学 調整中
三次環境クリーンセ
ンター

クリーンセンターの見学を行う（小学校及び住民から依頼によ
る）。

2128 広島県 Ｆ 三次市 - 小学校社会科授業 調整中 市内小学校
環境教育授業を行う（小学校４年生の社会科単元　「健康なくらし
をささえる～ごみの処理と活用」での講師依頼があったもの）。

2129 広島県 Ｆ 三次市 - 小学校社会科授業 調整中 市内小学校
ごみの処理の流れについての授業を行う（小学校から依頼のあっ
たのもの）。

2130 広島県 A 三次市 - 不法投棄監視パトロール 調整中 市内 不法投棄多発路線及び多発地点のパトロールを実施する。

2131 広島県 Ｆ 三次市 - 分別出前講座 調整中 市内
分別に関する出前講座を開催する（住民から依頼のあったも
の）。

2132 広島県 A 神石高原町 - 道路監視 年間3回 町内主要幹線道路
町が事業者へ委託で行う不法投棄監視活動事業において、主要
11路線の不法投棄道路不法投棄パトロール及び不法投棄物の
回収を行う。

2133 広島県 B
北広島町公衆衛生推
進協議会

北広島町ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗ
ﾌﾞ、北広島町等

不法投棄撲滅キャンペーン 11月 町内 不法投棄を撲滅する為の呼掛け及び清掃活動を行う。

2134 広島県 AD 大竹市 - 不法投棄監視パトロール 6月3日、6月5日 市内 広報車による市内を巡回しての不法投棄防止啓発活動を行う。

2135 広島県 C 安芸高田市、住民
NPO法人「いーね　お
おあさ」

廃食油回収事業 通年 市内

焼却されていた一般家庭からのでる廃食油を回収し、NPO法人
「いーね おおあさ」の精製プラントによりバイオディーゼル燃料
（BDF）にリサイクルし、バスや農業機械の燃料として利用すること
で、地球温暖化防止に向けた取組みを実践する。

2136 広島県 H
江田島市公衆衛生推
進協議会

江田島市
不法投棄多発路線パト
ロール

11月 市内
各町単位公衛協がそれぞれ農道等不法投棄がないか確認（パト
ロール）を行う。
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2137 広島県 H
江田島市公衆衛生推
進協議会

江田島市
不法投棄物撤去、清掃作
業

12月 市内
各町単位公衛協が自治会及び団体等の協力を得て不法投棄物
の撤去及び清掃、不法投棄防止対策として看板等の設置を行う。

2138 広島県 B
安芸太田町公衆衛生
推進協議会

- 町内一斉清掃 6月、9月 町内 町内の一斉清掃を実施する。

2139 広島県 B
尾道市公衆衛生推進
協議会

尾道市・商工会議所
「門前清掃の日」及び「春
の不法投棄防止キャン
ペーン」の集い

5月29日 市内
「門前清掃の日」としては、各家庭・商店・事業所それぞれの周辺
の清掃と「春の不法投棄防止キャンペーン」の集会を行う。

2140 広島県 A 世羅町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄された廃棄物を回収するとともに、パトロールを実施し、
不法投棄の拡大を未然に防ぐ。

2141 広島県 E
世羅町公衆衛生推進
協議会

世羅町 世羅町のごみ行方学習会 4月28日 せら文化センター ごみの分別の現状と課題についての学習会を開催する。

2142 広島県 A 東広島市 -
野焼き（兼不法投棄）監視
パトロール

調整中 市内 野焼きパトロールを行う（※現行犯に対する指導・注意）。

2143 山口県 B
岩国市（玖珂総合支
所）

自治会、玖珂中学校 地域清掃の日 6月22日、12月7日 玖珂町
市民が参加して、公共場所の草取り、空き缶拾い等の一斉清掃
活動を実施する。

2144 山口県 B
岩国市（周東総合支
所）

周東町環境衛生推
進協議会ほか

河川清掃及びクリーン大作
戦

7月6日 周東町
市民、各団体が参加して、河川、公園などの草刈りや空き缶拾い
等の一斉清掃活動を実施する。

2145 山口県 A
岩国市（由宇総合支
所）

由宇町環境衛生連
合会

不法投棄防止パトロール 6月中旬 由宇町
主要道路、海岸線周辺の不法投棄防止パトロール及び不法投棄
物の回収を実施する。

2146 山口県 G
岩国市周東町中央地
区環境衛生推進協議
会

-
不法投棄防止啓発パレー
ド

6月25日、11月25
日

周東町中央地区 不法投棄防止啓発パレードを実施する。

2147 山口県 B 宇部市
宇部健康福祉セン
ター

空き缶等回収美化活動 6月中旬 宇部市常盤通り
宇部市及び健康福祉センター職員が、市役所周辺の空き缶等の
回収美化活動を実施する。

2148 山口県 D 宇部市 -
広報紙及びホームページ
への掲載

ウィーク期間中 市内
宇部市の広報紙及びホームページに不法投棄防止について掲載
し、広報啓発活動を実施する。

2149 山口県 A 宇部市 - 不法投棄防止パトロール ウィーク期間中 市内 監視員による不法投棄防止パトロールを実施する。

2150 山口県 B 山陽小野田市 環境衛生連合会 河川海岸清掃大会 6月29日、7月6日
市内の河川及び海
岸

市民が参加して河川及び海岸の一斉清掃を実施する。
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2151 山口県 G 山陽小野田市
宇部健康福祉セン
ター

環境フェスタ 6月6日、6月7日
市内のショッピング
センター（サンパー
ク小野田）

不法投棄防止に関するパネルの展示を行う。

2152 山口県 A 山陽小野田市
山陽小野田市環境
衛生推進協議会、自
治会

不法投棄パトロール 11月2週目 山陽小野田市全域
不法投棄に関するのぼりを揚げ、不法投棄防止パトロールを実施
する。

2153 山口県 A 田布施町 - 不法投棄防止パトロール ウィーク期間中 町内 不法投棄防止パトロールを実施する。

2154 山口県 D 長門市 - 広報誌への掲載 6月1日 市内
長門市広報誌に、ごみの不法投棄防止について掲載し、啓発す
る。

2155 山口県 B 萩市 - 不法投棄監視パトロール 6月4日 市内 不法投棄監視パトロールを実施する。

2156 山口県 B 萩市
きれいなまち・萩推進
市民会議

海岸清掃活動 5月25日、6月14日
萩市堀内西の浜、
大井佐々古浜

海岸における空き缶拾い等の一斉清掃活動を実施する。

2157 山口県 A 防府市 -
不法投棄重点監視パト
ロール

6月中 市内
過去に不法投棄が問題になった場所、路線等を中心としたパト
ロールを実施する。

2158 山口県 B
防府市、防府市快適
環境づくり推進協議
会

自治会、ボランティア
団体、企業

市民一斉清掃 7月6日 市内
市内各地で清掃活動を実施、あわせて佐波川流域の清掃活動も
実施する。

2159 山口県 B 美祢市 子供会 市民総社会参加活動
6月16日、11月17
日

市内 市民が参加して市内全域の一斉清掃活動を実施する。

2160 山口県 BG
山口市、椹野川漁業
協同組合、山口市環
境衛生推進協議会

自治会、小さな親切運動
山口支部、山口市社会
福祉協議会、山口銀行、
山口地域行政連絡協議
会

ふしの川ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 7月19日 椹野川水系各地
河川愛護月間にあわせて、河川（椹野川水系）の清掃を行い、地
域住民の河川環境保全に対する関心を高め、意識の高揚を図
る。

2161 山口県 D 阿武町 - 防災行政無線放送 ウィーク期間中 町内
防災行政無線により、町内の各戸に不法投棄防止と適正処理に
ついて広報啓発を実施する。

2162 山口県 B
下松市環境衛生推進
協議会

自治会 市内一斉ゴミゼロ運動 5月18日 市内
市民が参加して、道路、公園などの空き缶やごみ拾い等の一斉
清掃活動を実施する。

2163 山口県 B 光市 -
公共場所の不法投棄（散
乱）ごみの回収

ウィーク期間中
海岸、河川、幹線道
路の駐車帯等

「監視ウィーク」の看板を掲示して、公共場所における散乱ごみの
回収活動を実施する。
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2164 山口県 D 光市 - 広報誌への掲載 5月25日以降 市内
ごみの不法投棄防止について市の広報誌に掲載し、広報啓発活
動を実施する。

2165 山口県 D 周南市 - 広報誌への掲載 6月中 市内
ごみの不法投棄防止について市の広報誌に掲載し、広報啓発活
動を実施する。

2166 山口県 A
快適環境まちづくり町
民会議

- 不法投棄巡回パトロール 年間6回 和木町
快適環境まちづくり町民会議の後、不法投棄防止のため町内パト
ロールを実施する。

2167 山口県 B
和木町、和木自治会
連合会

- 和木町一斉清掃 5月11日 町内 町民が自宅付近を中心に一斉清掃活動を実施する。

2168 山口県 AD 宇部市
宇部市環境衛生連
合会

ポイ捨て防止の啓発とパト
ロール

通年 市内
空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並び
に公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例に基づ
くポイ捨て防止の啓発とパトロールを実施する。

2169 徳島県 B
北島町、北島町環境
衛生組合連合会

- 一斉清掃 5月12日 町内（地域ごと）
地域ごとに、除草、空きカン・空きビン拾いを行う（約4,500名参
加）。

2170 徳島県 B 吉野川市 - 一斉清掃 5月26日 市内
市内全域の公共スペース、道路、公園、河川敷等のゴミを一掃す
る（約3,500名参加予定）。

2171 香川県 B 宇多津町 自治会、中学校 クリーン作戦 6月1日 町内 自治会、中学校、ボランティアによる町内一斉の清掃活動を行う。

2172 香川県 B 綾川町 自治会連合会 綾川町クリーン作戦 5月25日 町内 自治会単位のクリーン作戦を町内全域で一斉に実施する。

2173 香川県 B 琴平町 自治会 クリーン作戦 3月 町内 自治会による町内一斉の清掃活動を行う。

2174 香川県 B 琴平町 自治会 クリーンリバーkanakura 11月 河川全域 自治会による河川一斉の清掃活動を行う。

2175 香川県 D さぬき市 -
啓発・不法投棄監視パト
ロール

5月30日～6月5日 市内
ケーブルテレビ文字放送・不法投棄発生場所等のパトロール及び
撤去を実施する。

2176 香川県 A 善通寺市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄監視パトロール員による不法投棄の未然防止及び早期
発見による散乱ゴミの回収を実施する。

2177 香川県 H 多度津町
多度津町自治衛生組織
連合会/多度津地区淡水
魚養殖組合

平成26年度淡水魚の放流
事業

4月30日
桜川河川公園の堤
防（多度津町栄町～
大通り）

「サカナなどのいる川だから汚さないようにしよう」の思いをこめ
て、川へのポイ捨て防止や日々水の汚れを視覚に訴える一つの
方法として、「淡水魚の放流事業」を実施する。
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2178 香川県 B 土地改良区・綾川町 自治会 綾川を美しくする運動 3月上旬 綾川流域 綾川流域において、約1,500名による清掃活動を行う。

2179 香川県 A 丸亀市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
廃棄物担当部局により市内全域をパトロールする（期間中はパト
ロールを強化）。

2180 香川県 B まんのう町 自治会 町内一斉清掃 年2回 町内 ボランティアによる町内一斉の清掃活動を行う。

2181 香川県 A まんのう町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 不法投棄発生場所を中心にパトロール及び撤去を実施する。

2182 香川県 A 三木町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
環境保全課職員により市内全域をパトロールする（期間中はパト
ロールを強化）。

2183 香川県 A 三豊市 -
不法投棄対策（パトロー
ル・収集）事業

通年（毎月5日程
度）

市内
（社）三豊市シルバー人材センターに業務委託し不法投棄発生場
所を中心にパトロール、廃棄物の回収を実施する。

2184 香川県 D 三豊市 - 普及啓発 6月上旬 市内 広報誌掲載、市内放送による啓発を行う。

2185 香川県 B 三豊市地区衛生組織 - 環境美化の日 6月5日 三豊市
散乱ごみ、不法投棄発生場所を中心にごみ拾い、回収等の清掃
を実施する。

2186 香川県 B 三豊市立豊中中学校 - ノーカバンデー 6月1日 三豊市豊中町内 中学生がごみ袋を持って、通学路のごみを拾いながら登校する。

2187 香川県 A 丸亀市
美化・ゴミ減量推進
委員

ゴミステーション・不法投棄
監視パトロール

通年 市内
ごみステーション等で不法投棄を発見した場合、すみやかに市へ
連絡する。

2188 香川県 A 坂出市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 不法投棄監視パトロール及び散乱ごみの撤去を実施する。

2189 香川県 A 宇多津町 - 不法投棄監視パトロール
5月末～6月初旬
（1日）

町内 不法投棄パトロール及び投棄ごみの撤去を実施する。

2190 香川県 A 観音寺市 - 監視カメラ設置事業 通年
不法投棄連続発生
場所

市内２箇所の不法投棄連続発生場所への監視カメラの設置を行
う。

2191 香川県 A 観音寺市 - 不法投棄監視パトロール 通年（毎月数回）
不法投棄連続発生
場所

不法投棄監視パトロール及び散乱ごみの撤去を実施する。
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2192 愛媛県 A 愛南町 -
廃棄物不法投棄監視パト
ロール

通年 町内
不法投棄巡視員による監視パトロールを実施し、不法投棄の未
然防止、早期発見を図る。

2193 愛媛県 D 伊方町 -
全国ごみ不法投棄監視
ウィーク啓発事業

5月30日～6月5日
伊方町ホームペー
ジ

ホームページで全国ごみ不法投棄監視ウィークの啓発を行う。

2194 愛媛県 B 伊方町 - クリーン運動 7月6日 町内
各地区ごとに、地域住民も参加して清掃活動や公園整備等を行
う。

2195 愛媛県 C 今治市 住民団体等 いまばりリサイクルフェア 6月1日
今治クリーンセン
ター

市民から提供を受けた不用品のリユースの場を提供する。

2196 愛媛県 A 今治市 -
不法投棄防止夜間パト
ロール

6月2日、12月1日 市内
普段、市民から情報を寄せられている不法投棄の多発地域にお
いて自治体職員で夜間パトロールを実施する（年2回）。

2197 愛媛県 D 内子町 - 普及・啓発 9月1日 町内
町広報誌に不法投棄防止に関する普及・啓発内容の掲載を行
う。

2198 愛媛県 D 内子町 - 普及・啓発 月1回 町内
町広報誌に「暮らしのエコロジー」欄を設け、環境に関する普及・
啓発活動を行う。

2199 愛媛県 A 宇和島市 - 監視パトロール 通年 市内 宇和島地区不法投棄パトロールを強化する。

2200 愛媛県 D 宇和島市 美化推進委員
不法投棄防止対策の啓発
活動

11月
きさいや広場商店
街

市民に対し、不法投棄防止のチラシ及びティッシュペーパーを配
布する。

2201 愛媛県 A 宇和島市 - 不法投棄防止パトロール 3月～4月 市内 不法投棄監視パトロールを行う。

2202 愛媛県 D 宇和島市 小学生 不法投棄防止ポスター展 11月 宇和島市役所 小学生を対象とした不法投棄防止ポスター展を行う。

2203 愛媛県 B 鬼北町 地域住民 広見川等統一清掃日 7月第1日曜日 町内 地域住民による河川等（一部道路含む）の清掃を実施する。

2204 愛媛県 A 鬼北町
鬼北町環境保全推
進員

不法投棄防止パトロール 通年 町内
環境保全課職員、鬼北町環境保全推進員が、不法投棄に対する
パトロールを実施する。（基本的に一緒には回らない。）

2205 愛媛県 D 鬼北町 -
ホームページ、防災無線に
よる啓発

通年 町内
ホームページへの不法投棄防止に係る啓発文掲載、防災無線に
よる不法投棄防止に係る啓発放送を実施する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

2206 愛媛県 A 上島町 - 広報誌による啓発活動 6月 町内 町広報誌による不法投棄防止の啓発活動を行う。

2207 愛媛県 A 上島町 - 不法投棄防止パトロール 随時 町内 町職員による不法投棄防止パトロールを行う。

2208 愛媛県 B
郷土奉仕活動推進協
議会

今治市 今治市民大清掃 7月 今治市内各所 今治市内一斉のボランティア清掃を行う。

2209 愛媛県 A 久万高原町 - 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 町内 町職員により不法投棄監視パトロールの実施を行う。

2210 愛媛県 B
久万高原町、地域住
民

- 環境美化の日 毎月第4土曜日 町内 町内主要道路、公共施設周辺のごみ拾い等の美化活動を行う。

2211 愛媛県 B 自治会 西条市 地域一斉清掃 4月～6月 市内 市内一円の清掃活動を実施する。

2212 愛媛県 B 地域住民 内子町 一斉清掃 7月6日 町内 町内全域の一斉清掃活動を行う。

2213 愛媛県 B
地区公民館及び各種
団体

- 地域環境美化活動 5月～11月 八幡浜市 自治会や各種団体が地域の清掃活動を行う。

2214 愛媛県 A 東温市 - 監視パトロール 通年 市内
委託業者の社用車に「東温市環境美化巡回中」のステッカーを貼
り、パトロールを実施する。

2215 愛媛県 B 砥部陶街道グループ 地元事業者 国道33号ボランティア清掃 年間3回程度 国道33号
国道33号沿いの事業者で国道沿いの歩道、緑地帯の美化清掃
活動を行う。

2216 愛媛県 B 砥部町 自治会 町内一斉清掃 7月6日 町内 町民による一斉清掃活動を行う。

2217 愛媛県 G 新居浜市 -
ＳＴＯＰ地球温暖化
ＣＨＡＮＧＥ循環型社会へ

6月、7月
新居浜市役所ロ
ビー

ごみ減量（3Ｒ）施策について、市役所ロビー展で、レジ袋削減、衣
類回収、生ごみ処理容器購入補助、資源ごみ集団回収につい
て、パネルなどを使って広報し、ごみ減量（3Ｒ）の推進を図る。

2218 愛媛県 B
新居浜市内の登録団
体

新居浜市 公共施設愛護事業 通年 市内各地 登録団体が市内の公共施設の愛護活動を行う。

2219 愛媛県 Ｆ 新居浜市 - ごみ分別等説明会 通年 市内各地 自治会等を対象に、分別方法等、ごみに関する説明会を行う。
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2220 愛媛県 A 新居浜市 環境美化推進員 不法投棄パトロール 通年 市内
市のパトロール車による不法投棄パトロール及び不法投棄物の
回収を行う。

2221 愛媛県 A 新居浜市 - 不法投棄対策事業 調整中 不法投棄多発地域
不法投棄の多発する地域に投棄ごみを撤去した上で不法投棄監
視カメラ及びダミーカメラを設置し、不法投棄の抑制を図る。

2222 愛媛県 Ｆ
おもちゃ図書館きしゃ
ポッポ

新居浜市
地球と地球の環境を考えよ
う

調整中 新居浜市内小学校
環境を大切にする心、ごみの分別方法などを学び、実生活に生
かしていくために、市内の小学生に対して体験型の環境学習の機
会を提供する。

2223 愛媛県 B 自治会 新居浜市、産廃協会 不法投棄撤去作業 11月、2月、3月 不法投棄場所 山間部に不法投棄されたごみの撤去作業を行う。

2224 愛媛県 B
住友重機械工業㈱愛
媛製造所新居浜工場

新居浜市 公共施設愛護事業 4月19日
新居浜工場周辺道
路

ごみの収集、除草、側溝の清掃活動を行う。

2225 愛媛県 G
新居浜市環境美化推
進協議会

市内小中学校
第28回環境美化推進運動
作品展

11月
新居浜市内大手
スーパー及び新居
浜市役所

小中学生に募集した環境美化に関する作品（ポスター、書道、標
語、作文）のうち、入賞作品の展示会を行う。

2226 愛媛県 B
新居浜市環境美化推
進協議会

新居浜市、新居浜市
民、団体、事業所

第28回市民一斉清掃 7月27日 市内各地 市民、団体、事業所、市職員により、市内全域で清掃活動を行う。

2227 愛媛県 G
新居浜市レジ袋削減
推進協議会

企業、団体、新居浜
市

レジ袋無料配布中止キャン
ペーン

2月
レジ袋無料配布実
施店舗

レジ袋無料配布中止実施店舗において、企業、市民団体と協働
でチラシを配布し、レジ袋削減に関する啓発を実施する。

2228 愛媛県 B 西予市 西予市民 西予市クリーン作戦 6月末～７月中 市内 市民参加による各自治会単位での清掃活動を行う。

2229 愛媛県 A 松前町 - 不法投棄パトロール 調整中 町内 不法投棄多発区域のパトロールを行う。

2230 愛媛県 A 松前町
シルバー人材セン
ター

不法投棄パトロール・ごみ
回収

通年（日曜日） 町内 不法投棄パトロールとごみ回収を日曜日に実施する。

2231 愛媛県 A 松前町
松前町内の許可業
者

ふるさとの水辺清掃ウォー
ク

11月上旬 松前町内河川
町内の河川や堤防等に不法投棄されているごみを町民・行政が
一体となって回収する。

2232 愛媛県 B 松野町 松野町民 一斉美化活動事業 7月初旬 町内 河川等の草刈り及びごみ拾いを行う。
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2233 愛媛県 A 松野町 環境保全推進員 監視パトロール事業 年間 町内10地区
環境保全推進員10名を設置して、各地域で監視パトロールを実
施する。

2234 愛媛県 D 松野町 - 広報誌による啓発 5月下旬 町内全戸 町広報誌「広報まつの」で不法投棄防止の啓発を行う。

2235 愛媛県 D 松野町 - 防災行政無線放送 ウィーク期間中 町内
防災行政無線により、町内の各戸に不法投棄防止と適正処理に
ついて広報啓発を実施する。

2236 愛媛県 C 松野町
道の駅「虹の森公
園」

リサイクル事業 年間 虹の森公園 「森の国ガラス工房」において再生ガラスの工芸品つくりを行う。

2237 愛媛県 Ａ 松野町 - 不法投棄監視カメラ設置 7月頃～ 町内重点箇所 不法投棄が多発する場所に監視カメラを設置する。

2238 愛媛県 C 八幡浜市 - リサイクルフェア 10月5日
八幡浜南環境セン
ター

日ごろの業務で、八幡浜南環境センターが収集したものの中か
ら、リサイクルできるものを無償で地域住民に提供する。

2239 愛媛県 B 大洲市 大洲市民 郷土美化運動（一斉清掃） 7月13日 市内 市民参加により各行政区単位で清掃活動を行う。

2240 愛媛県 B
大洲の環境をよくする
連絡協議会

大洲市、各種団体 530ゴミゼロ運動 6月8日
各地域から新谷小
学校まで

各地域からごみを拾いながら新谷小学校へ集合し、日常生活に
おける一般家庭廃棄物の現況、不法投棄について考える。

2241 愛媛県 B 松前町
地域住民、区長会等
各種団体

郷土を美しくする清掃 6月7日 塩屋海岸ほか

午前8時50分現地集合、午前9時作業開始、午前10時作業終了予
定。（雨天の場合は、6月21日（土）に順延。）清掃場所は、（1）行
政区指定場所、（2）松前港内港、（3）塩屋海岸、（4）北黒田・新立
海岸など。

2242 高知県 Ｆ 四万十市教育委員会
幡多広域市町村圏
事務組合　四万十市

幡多クリーンセンターの施
設見学及び環境学習

5月中旬～6月中
旬

四万十市上ノ土居
幡多クリーンセン
ター

四万十市内の小学生がごみ処理施設である幡多クリーンセン
ターの施設見学を行い、そこで市職員から環境及び廃棄物のこと
について学習会を開催する。

2243 高知県 B 安芸市
安芸市健康衛生都
市建設推進協議会

市民一斉清掃 5月25日 市内
市民による道路、河川、海岸及び公園などの一斉清掃を実施す
る。

2244 高知県 B いの町 地域住民、事業所 一斉清掃 6月1日 町内各地区 道路側溝、公共施設等の清掃を実施する。

2245 高知県  B 馬路村 地域住民 一斉清掃 6月8日 村内 村内道路、河川の清掃を実施する。
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2246 高知県 A 越知町 - 清掃美化業務 6月4日 町内 不法投棄物の回収を実施する。

2247 高知県 A 越知町 - 不法投棄監視事業 6月10日 町内 不法投棄の監視パトロールを実施する。

2248 高知県 B 越知町 地域住民 一斉清掃 5月18日 町内 町内の道路、側溝、河川の清掃を実施する。

2249 高知県 B 大豊町の各集落単位 地域住民
春の美化活動（一斉清
掃）、秋の美化活動

6月1日、9月～11
月

町内
例年6月の第1日曜日を町内の一斉清掃の日として町民による環
境美化の実施。今年度も、6月2日（日）に実施し、快適でクリーン
なまちづくりに努める。秋の美化活動は9～11月に実施する。

2250 高知県 B 香美市
香美市香北町内各
種団体

アジサイ剪定作業、道路愛
護一斉清掃

7月13日 香北町 国道沿いのアジサイ剪定や地区内の清掃活動を実施する。

2251 高知県 A 香美市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 市職員等による監視パトロール活動を実施する。

2252 高知県  B 香美市 地域住民、事業所 土佐山田町区域一斉清掃 6月1日 土佐山田町 地域住民、事業所、市職員が協力し、区域内の清掃作業を行う。

2253 高知県  B 北川村 地域住民 村内一斉清掃 5月18日 村内 村内各集落において清掃活動を行う。

2254 高知県 B 芸西村 地域住民、JA女性部 芸西村環境の日 6月15日 村内 村内各地域で清掃活動を行う。

2255 高知県 B 香南市 地域住民 香南市一斉清掃 6月15日 市内
道路、水路、公園など公共施設内のごみを回収し、環境美化を図
る。

2256 高知県 B 香南市 地域住民 香南市一斉清掃 12月（第1日曜日） 市内
道路、水路、公園など公共施設内のごみを回収し環境美化を図
る。

2257 高知県 A 香南市
香南市環境監視員
及び市職員

香南市環境パトロール 毎月1回 市内

香南市が委嘱する監視員により毎月1回香南市内の不法投棄を
主にパトロールし、現状を把握し関係機関に報告する。また、4ヶ
月に１度、高知県中央東土木事務所をまじえた協議会を開催す
る。

2258 高知県 D 佐川町 - 広報誌による啓発 6月1日 - 町の広報誌に掲載し啓発を行う。

2259 高知県 A 佐川町 - パトロール 期間中1～2日 町内
不法投棄が行われる危険性の高い箇所のパトロールを実施す
る。
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2260 高知県 B 四万十市 - 市民側溝清掃 5月11日 中村地域
環境美化推進のために市民と市が協同して行う側溝清掃を実施
する。

2261 高知県 A 四万十市 -
不法投棄監視カメラ設置事
業

毎日 市内 監視カメラを設置し、不法投棄を防止する。

2262 高知県 D 四万十市 各地区 不法投棄看板設置 毎日 市内 依頼のあった地区に看板を設置する。

2263 高知県 B 四万十町 地区住民 市街地一斉清掃 6月1日
窪川地域を中心に
全町

町民をはじめ、公共団体、各種団体、及び事業所と幅広い協力を
得て「快適で住みやすい町づくり」のため、道路、排水路、集会所
や公園などの公共施設、観光地の清掃を実施する。

2264 高知県 A 四万十町
特定非営利活動法
人四万十町環境・雇
用創出協会

四万十町環境美化推進事
業

通年 町内
不法投棄ゴミの回収や分別指導を行い環境美化を進めるために
実施する。

2265 高知県 B 宿毛市
地域住民、自治会、
学校、老人クラブ他

宿毛市クリーンデー 6月1日 市内
市民一斉参加の清掃行事、道路・公園などの草引き、ビン・カンひ
ろい、不法投棄物の回収等を実施する。

2266 高知県 B 香美市の地域住民 香美市 一斉清掃 通年 市内
地域住民等による自主的なボランティア清掃を実施する（年に数
回、市内各地域で実施されており、市でごみの受入れをしてい
る）。

2267 高知県 B 土佐清水市 地域住民、事業所 市内一斉清掃 6月1日 市内
住民参加による海浜・河川・公園・道路側溝等の市全域の一斉清
掃活動を実施する。

2268 高知県 B 土佐町 - 町内一斉清掃 6月15日1 町内 町内一斉清掃を実施する。

2269 高知県  B 中土佐町 地域住民、建設業者 一斉清掃 5月8日 町内 下排水路の清掃及び海岸等の清掃を実施する。

2270 高知県 D 中土佐町 - 広報による周知 5月 町内 5月広報への掲載を行う。

2271 高知県 B 室戸市 各常会 市内一斉清掃 6月1日 市内 水路の清掃、草刈りを行う。

2272 高知県 A 室戸市
室戸市シルバー人材
センター

平成26年度不法投棄監視
パトロール

毎月3回 市内
シルバー人材センターに委託して市内全域を巡回パトロールを行
う。

2273 高知県 B 檮原町 地域住民 河川清掃 7月27日 町内河川流域 地域住民による居住区域の河川清掃を実施する。
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2274 高知県 B 檮原町 地域住民 四万十川流域一斉清掃 4月6日 町内河川流域 地域住民による居住区域の河川清掃を実施する。

2275 高知県 B 檮原町 地域住民 町内道路一斉清掃 6月15日 町内 町民が道路・水路等のごみを回収、清掃活動を実施する。

2276 高知県 A 南国市 - 監視パトロール 通年 市内 市職員等による監視パトロール活動を実施する。

2277 高知県  B 南国市 地域住民 市内一斉清掃 6月1日 市内
南国市内全域で市民が道路・水路等のごみを回収して清掃活動
を行う。

2278 高知県 B 土佐市 地域住民 河川清掃 通年 市内河川流域 地域住民による居住区域の河川清掃を実施する。

2279 高知県 Ｆ 四万十市
幡多広域市町村圏
事務組合

四万十市家庭ごみ減量推
進員研修会

4月22日
四万十市上ノ土居
幡多クリーンセン
ター

地区区長及び家庭ごみ減量推進員を対象にごみに関する研修会
とクリーンセンター施設見学を実施する。

2280 高知県 B 東洋町 地元土木業者 一斉清掃 6月第1日曜日 町内 排水溝の清掃、草刈り等を実施する。

2281 高知県 B 田野町 地域住民 町内一斉清掃 6月下旬 町内
地域住民による清掃活動。海浜・河川・公園・道路側溝清掃し環
境美化を図る。チラシ等に不法投棄防止内容を掲載する。

2282 高知県 A
安田川を美しくする安
田町民会議

安田町ほか
不法投棄しないさせない活
動

5月後半 安田川河川沿
安田川を美しくするために安田川を美しくする安田町民会議が主
催となって不法投棄の回収など清掃を行う。

2283 高知県 B 安田町 町内全事業者 町内一斉清掃 6月中旬 町内 町内全域の一斉清掃を実施する。

2284 高知県 B 中土佐町
須崎市・中土佐町シ
ルバー人材センター

景観維持巡視清掃事業
通年（毎月5回程
度）

町内 町内道路等の不法投棄物の撤去を実施する。

2285 高知県 B
仁淀川町の各集落単
位

仁淀川町 美化活動 調整中 各集落 美化活動（道路脇等の清掃）を実施する。

2286 高知県 D 仁淀川町 - 広報 年１～2回 町内 広報による普及啓発を行う。

2287 高知県 B 奈半利町 地域住民 町内一斉清掃 7月上旬 町内 町内全域で道路・水路等のゴミを回収して清掃活動を行う。
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2288 高知県 B 四万十町 地域住民 四万十川一斉清掃 3月29日 四万十川流域
四万十川など河川及び周辺の清掃活動で、住民の清流保全意識
の向上を図る。

2289 高知県 A 大月町 - 不法投棄監視事業 通年 町内
主に国道、県道、町道沿いの不法投棄多発地点などを建設環境
課職員がパトロールし町民などから依頼のあった場所にごみ捨て
禁止の看板を設置する。

2290 高知県 B 三原村 地域住民 村内一斉清掃 6月1日 村内 村内各集落において清掃活動を行う。

2291 高知県 B 黒潮町 地域住民 町内一斉清掃 6月1日 町内 町内各地区において草刈り、ごみ回収、側溝清掃を行う。

2292 高知県 D 奈半利町 -
ホームページによる普及・
啓発

5月30日～6月5日 -
町ホームページへ監視ウィークに関するものを掲載し普及・啓発
を図る。

2293 高知県 A 仁淀川町 - 不法投棄監視パトロール 期間中1～2日 町内 町職員による監視パトロールを実施する。

2294 高知県 B 須崎市 地域住民 市内一斉清掃 6月1日 市内 住民参加による側溝の清掃を実施する。

2295 高知県 B 安芸市
安芸市健康衛生都
市建設推進協議会

市民一斉清掃 5月26日 市内
市民による道路、河川、海岸及び公園などの一斉清掃を実施す
る。

2296 高知県 B 本山町老人クラブ 地域住民
四世代春の一斉清掃、四
世代秋の一斉清掃

5月第3土曜日、10
月第3土曜日

町内 四世代による町内一斉清掃を実施する。

2297 福岡県 A 直方市
財団法人家電製品
協会

不法投棄未然防止事業 4月～1月 市内
・委託業者による不法投棄パトロール（5月～7月、11月～1月）。
・啓発看板設置。
・回収及び再商品化等実施者への引渡し。

2298 福岡県 B
直方市環境衛生連合
会

直方市環境整備課 市内一斉清掃 8月3日、12月7日 市内
「住みよい、きれいなまちづくり」を目的に環境美化運動の一環と
して市内各小学校区においてボランティアによる一斉清掃を行
う。

2299 福岡県 D 田川市 田川市 広報たがわに掲載 11月1日 市内全世帯
市内全世帯に配付する広報誌に掲載し、全町民へ不法投棄対策
についての啓発周知を図る。

2300 福岡県 A 田川市 田川市 不法投棄監視パトロール 9月中旬 市内 市職員による、不法投棄監視パトロールを実施する。
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2301 福岡県 B 田川市 各自治会 市内いっせい清掃 7月14日 市内
きれいなまちづくり市民協議会主催の市内全域の一斉清掃を実
施する。

2302 福岡県 A 田川市 -
監視カメラによる不法投棄
監視

通年 市内 不法投棄が多発する場所に監視カメラを設置する。

2303 福岡県 A 柳川市 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

通年 市内
監視員が不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロールやご
みの回収を実施する。

2304 福岡県 A 小郡市 各自治会 不法投棄監視パトロール 通年 市内 自治区役員、職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

2305 福岡県 B 小郡市 各自治会 一斉清掃 通年 市内
自治区による公園・河川敷等の公共用地の清掃活動を実施す
る。

2306 福岡県 B 小郡市
市民、自治会、清掃
作業員

環境美化の日一斉清掃 10月中旬 西鉄小郡駅前 環境美化の日にあわせ、清掃作業を実施する。

2307 福岡県 Ｆ 小郡市 -
リサイクルアドバイザー講
演

通年 市内
自治会、小中学校に出向きごみ減量・リサイクルに関する講演を
開催する。

2308 福岡県 A 古賀市 -
不法投棄等啓発パトロー
ル事業

通年 市内
市職員により、市内の巡回パトロールを行い、不法投棄物を回収
する。

2309 福岡県 A 古賀市 - 海岸清掃
毎月1回以上（木
曜日）

市内海岸
市職員による、市内海岸の不法投棄物及び漂着物の回収を実施
する。

2310 福岡県 B
古賀市ラブアース実
行委員会

古賀市
ラブアース・クリーンアップ
2014

6月8日 市内海岸 市内海岸の一斉清掃を実施する。

2311 福岡県 A 古賀市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
委託業者による、夜間の不法投棄重点箇所の監視パトロールを
実施する。

2312 福岡県 D 古賀市 - 不法投棄防止啓発事業 通年 市内 広報への啓発記事の掲載等を行う。

2313 福岡県 B 古賀市環境組合 古賀市
第29回古賀市環境美化行
動の日

7月27日 市内 市内全域での一斉清掃を実施する。

2314 福岡県 B 宇美町 町民 春の道路・水路清掃 随時 町内 ごみ拾い、草刈などを実施する。
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2315 福岡県 B 志免町 町民 春のクリーンアップ作戦 6月9日 町内 町内一斉清掃を実施する。

2316 福岡県 B 志免町 町民 秋のクリーンアップ作戦 10月20日 町内 町内一斉清掃を実施する。

2317 福岡県 B
八女市環境衛生協議
会

八女市 散乱ごみ回収キャンペーン 7月6日 市内 市内の道路や河川に捨てられているごみの回収を実施する。

2318 福岡県 B 苅田町、区長連合会 各種団体 環境美化活動
5月12日、11月17
日

町内
快適な住みよい町づくりと町民が身近な美化活動を通して美化と
環境問題への意識啓発を図ることを目的とし、全町にわたり清掃
活動を実施する。

2319 福岡県 AD 苅田町 - 広報誌による啓発活動 随時 町内 町広報誌による不法投棄防止の啓発活動を行う。

2320 福岡県 A 苅田町 - 広報車による啓発活動 随時 町内 町広報車による不法投棄防止の啓発活動を行う。

2321 福岡県 A 苅田町 -
不法投棄、散乱ごみの収
集

通年 町内 委託業者による不法投棄、散乱ごみの収集業務を実施する。

2322 福岡県 A
小竹町、小竹町衛生
連合会

各種団体 環境美化運動 5月26日 町内 町内全域で一斉清掃活動を実施する。

2323 福岡県 A 桂川町 -
不法投棄等監視パトロー
ル活動

随時（毎週木曜
日）

町内 職員及び監視員による不法投棄監視パトロールを実施する。

2324 福岡県 B 桂川町
桂川町地区衛生組
合連合会

桂川町環境美化の日行動
①5月18日、②11
月16日

町内 町内一斉の清掃活動を実施する。

2325 福岡県 A 大刀洗町 大刀洗町衛生組合 不法投棄監視パトロール 7月、9月 町内 不法投棄監視パトロールを行う。

2326 福岡県 A 飯塚市
公益社団法人
飯塚市シルバー人材
センター

不法投棄監視パトロール
通年（祝日・8月13
～15日・閉庁日を
除く平日）

市内

・散乱ごみ等の処理に関する業務。
・不法投棄防止に関するパトロール監視業務。
・ボランティア活動に伴う刈草等ごみの処理に関する業務。
・その他衛生関係業務補助及び業務内容等の報告。

2327 福岡県 A 飯塚市 -
不法投棄等監視パトロー
ル活動

随時 市内 職員による不法投棄監視パトロールを実施する。
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2328 福岡県 H 飯塚市 - 監視カメラの設置 随時 市内
不法投棄の多い場所に監視カメラを設置する（設置箇所について
は選定中）。

2329 福岡県 A 豊前市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
特定非営利活動法人に委託し、不法投棄監視パトロール・不法投
棄物発見及び回収作業を強化する。

2330 福岡県 A 中間市
財団法人家電製品
協会

不法投棄未然防止事業 通年 市内
・監視員による家電製品等の不法投棄パトロール。
・啓発看板設置。
・ごみの回収。

2331 福岡県 A 中間市 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

通年 市内
監視員が不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロールやご
みの回収を実施する。

2332 福岡県 B 春日市
春日市自治会連合
会

市内一斉清掃 5月11日、11月9日 市内
空きびん・空き缶などのごみを拾うことで、市内をきれいにしなが
らポイ捨て防止などの啓発やマナー向上を目指す。

2333 福岡県 C 宮若市 - 使用済小型家電回収事業 通年
宮若市役所、支所、
資源拠点回収場所

使用済小型家電を回収し、希少金属等を再資源化する。

2334 福岡県 B 宮若市
宮若市環境衛生連
合会

ゴミゼロ河川清掃 5月31日
犬鳴川、八木山川
周辺

遠賀川水系の犬鳴川、八木山川周辺の清掃活動を実施する。

2335 福岡県 B 宮若市
宮若市環境衛生連
合会

環境クリーン作戦及び市内
一斉清掃

11月第3日曜日 市内 市内の不法投棄重点箇所及び市内全域の清掃活動を実施する。

2336 福岡県 A 岡垣町
財団法人家電製品
協会

不法投棄未然防止事業 通年 町内
・監視員による家電製品等の不法投棄パトロール。
・啓発看板設置。
・ごみの回収。

2337 福岡県 A 岡垣町 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

通年 町内
監視員が不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロールやご
みの回収を実施する。

2338 福岡県 A 遠賀町
一般財団法人家電
製品協会

不法投棄未然防止事業 通年 町内
・監視員による家電製品等の不法投棄パトロール。
・啓発看板の設置。
・ごみの回収。

2339 福岡県 A 遠賀町 -
不法投棄等監視等パト
ロール

通年 町内
監視員が不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロール及び
ごみの回収を実施する。

2340 福岡県 A 鞍手町 - 不法投棄監視パトロール 月2日 町内 委託業者が巡回し、不法投棄物の回収を行う。
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2341 福岡県 B 鞍手町衛生連合会 鞍手町農政環境課 秋の清掃デー 10月26日 町内 行政区ごとに町内の不法投棄物を回収する。

2342 福岡県 B 鞍手町衛生連合会 鞍手町農政環境課 春の清掃デー 5月25日 町内 行政区ごとに町内の不法投棄物を回収する。

2343 福岡県 A 上毛町 なし 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町内の不法投棄多発箇所を中心にパトロールする。

2344 福岡県 A 上毛町 なし 防災無線での啓発 5月30日、6月2日 町内 防災無線で不法投棄監視について啓発する。

2345 福岡県 A 古賀市
日本郵便株式会社
古賀郵便局

不法処理防止推進員制度 通年 市内
郵便局員の外務業務中に発見した不法投棄について、市へ情報
提供をしてもらうことにより、市内で発生する不法投棄の傾向を把
握する。

2346 福岡県 A みやま市 - 不法投棄パトロール
4月15日～3月31
日

市内 毎週2日市内の不法投棄が多い箇所をパトロールを行う。

2347 福岡県 A みやま市 区長会 監視カメラ設置 6月1日～3月31日 市内 不法投棄が多い山間部や海岸部に監視カメラを設置する。

2348 福岡県 B 大川市
大川市環境衛生組
合連合会

全市一斉美化運動
6月第1日曜、11月
第2日曜日

市内
空き缶の等散乱防止及び再資源化促進の日として美化活動を実
施する。

2349 福岡県 B 筑紫野市 市民 ごみゼロ運動 6月、10月 市内
道路上などに散乱している空き缶、空きびん、紙くずなどのごみを
収集する。

2350 福岡県 A 大野城市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
毎週5日市内の不燃物ステーション、不法投棄が多い箇所のパト
ロールを行う。

2351 福岡県 A 大野城市 - 不法投棄禁止看板設置 通年 市内 不法投棄の多い箇所に不法投棄禁止看板を設置する。

2352 福岡県 D 大野城市 -
広報おおのじょう不法投棄
防止記事掲載

6月 市内
広報おおのじょうの6月1日号に不法投棄防止に関する記事を掲
載する。

2353 福岡県 A 宗像市
クリーンアップむなか
た

不法投棄ごみ等清掃活動
指導業務

通年 市内
ボランティア活動者が収集した不法投棄ごみの回収、及び活動者
への指導・助言、不法投棄多発地域のパトロール、禁止看板設置
を行う。

2354 福岡県 A 宗像市 市民
ラブアース・クリーンアップ
2014

6月8日 さつき松原海岸 さつき松原海岸の一斉清掃を実施する。
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2355 福岡県 B 福津市
ラブアース・クリーン
アップ福岡地区実行
委員会

ラブアース・クリーンアップ
2014

6月8日 市内 市内海岸・干潟の一斉清掃を実施する。

2356 福岡県 A 福津市 各自治会 全市環境美化運動 6月1日、9月7日 市内 市内一斉清掃を実施する。

2357 福岡県 A 福津市 - 監視カメラ設置 通年 上西郷 不法投棄が多い場所に監視カメラを設置する。

2358 福岡県 A 福津市 各自治会 不法投棄監視パトロール 週2回 市内
不法投棄、散乱ごみが多い地域を中心にパトロール、ごみの回収
を実施する。

2359 福岡県 A 福津市
公益社団法人
福津市シルバー人材
センター

不法投棄監視パトロール 通年 市内
不法投棄、散乱ごみが多い地域を中心にパトロール、ごみの回収
を実施する。

2360 福岡県 A 嘉麻市 - 監視カメラ設置 通年 市内
不法投棄の多い場所及び要望のあった場所に監視カメラを設置
する。

2361 福岡県 B 嘉麻市 市民 各地区一斉清掃
5月・11月の第3日
曜日

市内 市内各地区に居住する市民が一斉に清掃を行う。

2362 福岡県 A 嘉麻市 嘉麻市衛生連合会 自然環境保全監視・巡回 毎月1回 市内 自然環境保全監視員が、不法投棄の監視及び巡回を行う。

2363 福岡県 A 嘉麻市
嘉麻市衛生連合会
碓井支部

不法投棄監視・巡回 毎月1回 碓井地区
嘉麻市衛生連合会碓井支部委員が月１回、碓井地区内を巡回
し、地区内に散乱する可燃ごみ・不燃ごみを回収する。

2364 福岡県 A 糸島市 各行政区 環境美化活動（春季） 5月10日～6月8日 市内 市内一斉清掃を実施する。

2365 福岡県 A 糸島市 各行政区 環境美化活動（秋季）
9月13日～10月12
日

市内 市内一斉清掃を実施する。

2366 福岡県 A 糸島市 - 不法投棄監視パトロール
通年(8月14日、15
日、12月29日～1
月3日を除く）

市内

・散乱ごみ等の処理に関する業務。
・不法投棄防止に関するパトロール監視業務。
・ボランティア活動に伴う草刈、ごみ等の処理に関する業務。
・その他環境保全に関する業務。
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2367 福岡県 A 糸島市
市内の13の協力事
業者

不法投棄監視ネットワーク 通年 市内

不法投棄を防止するため、JAなど市内13事業者と「不法投棄監
視ネットワーク」の締結をし協力事業者が保有する車両に「不法
投棄監視中」のステッカーを貼付してもらい、通常業務中に不法
投棄の監視及び発見した場合の通報依頼を行う。（但し通報実績
は現在の所なし）

2368 福岡県 A 糸島市
市民、各行政区、各
種団体

ラブアースクリーンアップ
2014

6月8日 市内海岸 市内海岸の一斉清掃を実施する。

2369 福岡県 A 新宮町 町民、事業所等
新宮町クリーン作戦～ラブ
アースクリーンアップ2014
～

4月29日 町内 町内一斉清掃を行う。

2370 福岡県 A 新宮町 行政区 区内清掃 通年 町内 行政区内の清掃活動を行う。

2371 福岡県 A 新宮町 事業所、団体等 ボランティア清掃 通年 町内 事業所周辺や海岸等のボランティア清掃を行う。

2372 福岡県 A 芦屋町 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

通年 町内
不法投棄・散乱ごみ多発地域等のパトロールやごみの回収を実
施する。

2373 福岡県 A 芦屋町
一般財団法人家電
製品協会

不法投棄未然防止事業 通年 町内
・監視員による家電製品等の不法投棄パトロール。
・啓発看板の設置。
・ごみの回収。

2374 福岡県 B 大刀洗町 全町民 春の環境美化運動 5月18日 町内 各行政区、役場職員で町内の一斉清掃活動を実施する。

2375 福岡県 B 大刀洗町 全町民 ノーポイ運動 10月第4日曜日 町内 各行政区、役場職員で町内の一斉清掃活動を実施する。

2376 福岡県 A 東峰村 - 不法投棄監視パトロール 通年（月2回程度） 村内
委嘱した環境美化推進員が村内を巡回し、不法投棄の監視や回
収、報告等を行う。

2377 福岡県 A 川崎町 川崎町 不法投棄監視パトロール 毎週2回 町内 町職員により、不法投棄監視パトロールを実施する。

2378 福岡県 A 川崎町 川崎町
監視カメラによる不法投棄
監視

通年 町内3か所 不法投棄が多発する場所に監視カメラを設置する。

2379 福岡県 B 川崎町 川崎町 町内一斉清掃 6月、11月 町内 地域住民による町内一斉清掃活動を実施する。
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2380 福岡県 A みやこ町 - 監視カメラの設置 通年 町内 不法投棄多発地域に監視カメラを設置する。

2381 福岡県 A みやこ町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
監視員が不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロールや回
収を実施する。

2382 福岡県 B みやこ町 町民 一斉美化活動
6月・9月の第1日
曜日

町内
みやこ町内の環境の保全を図るため、災害及び犯罪又は交通事
故の原因となるおそれがある場所や公共施設等の清掃を実施
し、その地域における生活環境の向上を目的とする。

2383 福岡県 A 吉富町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内 町職員による不法投棄監視パトロールを実施する。

2384 福岡県 A 築上町 地元自治会 監視カメラ設置 通年 町内 不法投棄が多い山間部や海岸部に監視カメラを設置する。

2385 福岡県 A 築上町 -
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

通年 町内 町嘱託職員による不法投棄パトロール活動を実施する。

2386 福岡県 B 築上町 地元自治会 環境美化活動 5月26日～6月9日 町内 資源ごみの回収・清掃活動を実施する。

2387 佐賀県 A 伊万里市 -
道路等廃棄物回収業務委
託

通年 市内
市内の道路・水路等を巡回し、不法投棄状況を把握する。回収可
能な廃棄物はその場で回収する。

2388 佐賀県 A 嬉野市
嬉野市地域コミュニ
ティ運営協議会（7団
体）

環境パトロール 通年 市内
嬉野市地域コミュニティ運営協議会の環境部による不法投棄箇
所の確認パトロール及び清掃（回収）を実施する。

2389 佐賀県 B 伊万里市 - 伊万里市湾岸清掃 7月21日 伊万里市湾岸 市民、事業所、行政が一緒に伊万里湾岸の清掃活動を行う。

2390 佐賀県 B 伊万里市 - 秋の市民大清掃 11月2日 市内 市民が一斉に市内の清掃活動を行う。

2391 佐賀県 B 伊万里市 - 春の市民大清掃 5月12日 市内 市民が一斉に市内の清掃活動を行う。

2392 佐賀県 CG 伊万里市 - 伊万里市役所 9月23日 伊万里市役所 家庭の不用品等を持ち寄り、バザーを開催する。

2393 佐賀県 A 鳥栖市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
民間警備会社に委託し、夜間等の不法投棄監視パトロールを行
う。
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2394 佐賀県 B
鳥栖市、鳥栖市環境
保全協議会

事業者、市民 道路の清掃美化活動 1月頃 市内 市民や事業者に参加を呼びかけ、道路の清掃美化活動を行う。

2395 佐賀県 B
鳥栖市、鳥栖市環境
保全協議会

事業者、市民 河川の清掃美化活動 10月頃 沼川 市民や事業者に参加を呼びかけ、河川の清掃美化活動を行う。

2396 佐賀県 B
鳥栖市、鳥栖市環境
保全協議会

事業者、市民 スポーツGOMI拾いｉｎ鳥栖 6月7日 市内
従来のゴミ拾いに「スポーツ」の要素を加えた新しい環境貢献活
動を実施する。

2397 佐賀県 A 上峰町 - 環境パトロール 7月末（4日程度） 町内
環境職員と環境美化推進員による不法投棄箇所の確認パトロー
ルを実施する。

2398 佐賀県 B 上峰町 - 上峰清掃の日 8月第1日曜 町内 町内一斉清掃活動を実施する。

2399 佐賀県 A 上峰町
福岡県南・佐賀県東
部不法投棄防止協
会

不法投棄防止強化月間 9月～10月 町内 不法投棄防止ポスター等掲示を行う。

2400 佐賀県 A 上峰町
福岡県南・佐賀県東
部不法投棄防止協
会

不法投棄防止強化月間パ
トロール

9月～10月 町内 環境職員による不法投棄監視パトロールを行う。

2401 佐賀県 Ｅ 神埼市 区長会等 神埼市環境研修会 5月25日 市内会場
区長会、快適環境推進員等に呼びかけ、不法投棄をはじめ、環
境全般の研修を行い、普及啓発を行う。（予定参加者：300名）

2402 長崎県 A 諫早市 - 不法投棄対策事業 休日夜間 市内 廃棄物適正処理指導員及び職員によるパトロールを実施する。

2403 長崎県 A 雲仙市 - 不法投棄監視パトロール 6月中 市内 職員・監視員による市内一円のパトロールを実施する。

2404 長崎県 Ｆ 雲仙市 -
知って得するごみの分け方
出し方説明会

随時 市内 職員による希望団体、市民への説明会を開催する。

2405 長崎県 C 大村市 市民 もったいない抽選会 調整中
大村市環境セン
ター

環境センターへ搬入されたものの中からまだ使えそうな家具や自
転車などを展示し、抽選で当選された方に提供する。

2406 長崎県 A 大村市 - 不法投棄対策事業 週10回 市内 監視員による市内一円のパトロールを実施する。

2407 長崎県 A 大村市 - 不法投棄監視パトロール 6月中 市内
廃棄物適正処理指導員及び職員並びに警察署員によるパトロー
ルを実施する。
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2408 長崎県 B 川棚町 - 春の一斉清掃 5月18日 町内 町内全域の一斉清掃を実施する。

2409 長崎県 A 川棚町 - 不法投棄監視パトロール 週2回 町内
環境美化清掃員（臨時職員）によるパトロール・回収・啓発を行
う。

2410 長崎県 B
島原市保健環境連合
会

島原市 市民清掃 6月、9月 市内 市内全域の一斉清掃を実施する。

2411 長崎県 B
時津町、時津町保健
環境連合会

- 町内一斉清掃 6月1日 町内
町内の私有地以外の道路等を町民全世帯に呼びかけて清掃す
る。

2412 長崎県 C 時津町内自治会 - リサイクルデー 6月1日 時津町内一部地区 古紙の回収を行う。

2413 長崎県 B
長与町保健環境連合
会

長与町 町民一斉清掃 6月1日 町内 町内全域の一斉清掃を実施する。

2414 長崎県 A 波佐見町 - 不法投棄監視パトロール
通年（週に1回程
度）

町内 定期的な不法投棄パトロールを実施する。

2415 長崎県 B 東彼杵町 町内全自治会 空き缶回収キャンペーン 6月1日 町内
町内全地区において空き缶回収を中心とした清掃活動（ごみ拾
い）を実施する。

2416 長崎県 D 南島原市 - 普及啓発活動 4月 市内 チラシを作成し、啓発を実施する。

2417 長崎県 A 南島原市 - 不法投棄監視パトロール 6月中 市内 職員等による不法投棄監視パトロールを実施する。

2418 長崎県 A
東彼杵町、保健所、
警察

-
不法投棄監視合同パト
ロール

6月10日 郡内全域 郡内不法投棄場所等を中心に合同監視パトロールを実施する。

2419 長崎県 BC 南島原市 -
市民清掃空きかん回収
キャンペーン

6月1日 市内
市民清掃の日を設定し、投棄された空きかん・空きビンの回収、
道路側溝の土砂や雑草の除去等を市内全域で一斉に行う。

2420 長崎県 A 佐々町 - 不法投棄パトロール 通年（月1・2回） 町内 職員による町内山間部を中心としたパトロールを実施する。

2421 長崎県 B 対馬市 - 市内一斉清掃 6月第1日曜日 市内 市内全体で一斉清掃活動を実施する。
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2422 長崎県 A 対馬市 -
不法投棄監視合同パト
ロール

6月中 市内
市・保健所・警察による不法投棄監視合同パトロールを実施す
る。

2423 長崎県 AD 壱岐市 - 不法投棄監視パトロール 通年 島内 パトロールの委託を行い、定期的に監視パトロールを行う。

2424 長崎県 B 壱岐市 市民
島内一斉清掃、空かん回
収キャンペーン

5月25日（3町）、6
月15日（1町）

島内 島内全域の美化活動を実施する。

2425 長崎県 H 新上五島町 - 普及啓発活動 5月31日 町内一部地区
5月30日をごみゼロの日と定め、町内一部地区においてウォーク
を行い、不法投棄防止啓発を実施する。

2426 長崎県 A 新上五島町 - 町内清掃 6月1日 町内 町内で清掃を実施する。併せて空きかん回収も行う。

2427 熊本県 B 阿蘇市 - ＡＳＯクリーン作戦 6月28日 阿蘇一円
阿蘇市の市民及び企業等に参加を募り、作業配置図に基づき一
斉清掃を行う。

2428 熊本県 H
熊本県産業廃棄物協
会

- 不法投棄廃棄物撤去事業 通年 熊本県 不法投棄廃棄物の撤去を行う。

2429 熊本県 H 芦北町
特定非営利活動法
人グローバル・ス
ポーツ・アライアンス

地球環境スポーツ御立岬
ビーチサッカーフェスティバ
ル2014

5月24日～5月25
日

芦北町田浦御立岬
海水浴場

ビーチサッカー大会海岸の清掃を実施する（1,000人参加）。

2430 熊本県 A 芦北町 -
不法投棄パトロール及び回
収

通年 町内 芦北町内をパトロールし、回収を行う。

2431 熊本県 B 山鹿市 山鹿市民 環境美化の日 6月1日
市内（鹿北地域を除
く）

ゴミ拾い、草刈等の環境美化活動を実施する。

2432 熊本県 B 山鹿市 山鹿市民 小さな親切運動 6月1日 鹿北地域 ゴミ拾い、草刈等の環境美化活動を実施する。

2433 熊本県 A 山鹿市 -
不法投棄監視パトロール
活動

通年 市内
シルバー人材センターによる市内の巡回パトロール及び不法投
棄物の回収作業を実施する。

2434 熊本県 B
宇土市環境交通防災
課

網田・網津住民
くまもとみんなの川と海づく
りデー（網田川・網津川一
斉清掃）

8月下旬
網田川、網津川流
域

熊本県主催の「くまもとみんなの川と海づくりデーに併せて、地域
住民による網田川・網津川の清掃を行う。

2435 熊本県 B 船場川10年後委員会 宇土市土木課 船場川清掃
4月下旬、11月下
旬

船場川流域 地域住民が船場川の清掃を行う。
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2436 熊本県 Ｆ
宇土市環境交通防災
課

- 環境学習 随時 任意
地域住民（小中学校、婦人会等）より依頼を受け、ごみの分別収
集等について、係員が講師となって環境学習会を開催する。

2437 熊本県 A 宇城市 環境保全隊 不法投棄パトロール事業 毎月 市内 宇城市一円をパトロールし除去及び啓発を行う。

2438 熊本県 B 宇城市 市民 環境美化一斉行動の日 6月1日 市内 市内一円不法投棄撤去作業を実施する。

2439 熊本県 A 美里町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 熊本県宇城保健所等と不法投棄の監視パトロールを実施する。

2440 熊本県 D 美里町 - 不法投棄啓発記事掲載 通年（不定期） 町内全世帯 町広報誌に不法投棄啓発記事を掲載する。

2441 熊本県 A 南阿蘇村
南阿蘇村環境保全
民間監視員

不法投棄監視パトロール 毎月1回（第3週） 村内
不法投棄監視員による巡回パトロールを実施する。不法投棄の
回収を行い分別し南部中継基地に持ち込む。

2442 熊本県 B 水上村教育委員会 村民 一日一汗運動 6月中旬 村内 村内一円の清掃作業を実施する。

2443 熊本県 AH 相良村
相良村シルバー人材
センター

不法投棄廃棄物撤去事業 通年 村内 不法投棄廃棄物の監視パトロール活動及び撤去を行う。

2444 熊本県 B 山江村 全村民 環境美化一斉行動の日 6月2日 村内
全村民による村内一円の清掃作業及び不法投棄等の撤去作業
を実施する。

2445 熊本県 B 上天草市 市民 環境美化一斉行動の日 6月1日 市内
各地区内の道路や河川周辺等の草刈及びごみ拾いによる清掃
活動を実施する。

2446 熊本県 H 上天草市 - 不法投棄パトロール 通年 市内
市内を巡回パトロールし、不法投棄の監視を行う。また、不法投
棄を発見した場合は、撤去及び看板等の設置により不法投棄予
防対策を行う。

2447 熊本県 H 山江村 シルバー 不法投棄廃棄物撤去事業 通年 村内 不法投棄廃棄物の撤去を行う。

2448 熊本県 B 嘉島町 自治体職員
くまもと・みんなの川と海づ
くりデー

8月 町内（河川）
くまもと・みんなの川と海づくりデーに伴う町内河川の清掃作業を
実施する。

2449 熊本県 B 嘉島町 町民 町内一斉清掃 4月20日 町内
各地区内の道路や河川周辺等の草刈及びごみ拾いによる清掃
活動を実施する。
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2450 熊本県 Ｆ 嘉島町地域婦人会 自治体職員
嘉島町地域婦人会廃棄物
処理施設視察研修

6月～7月 県内3か所
町から排出されるゴミがどのような経路で処理されているか知識
を深め地域の方々へ普及推進する（プラの分別等）。

2451 熊本県 H 五木村 全村民 環境美化一斉行動の日 6月中 村内
各地区内の道路や河川周辺等の草刈及びごみ拾いによる清掃
活動を行う。

2452 熊本県 A 玉名市 市民 環境美化行動 6月第1日曜日 市内
熊本県民環境美化行動の日に伴う玉名地区、天水地区の清掃作
業を実施する。

2453 熊本県 H 玉名市 委託業者 不法投棄処理委託(継続) 通年 市内
玉名市内を6地区に分割し廃棄物処理業者6社に不法投棄の巡
回・回収を年間委託する。

2454 熊本県 D 玉東町 - 広報誌による啓発活動 6月 広報誌にて
毎月発行している町広報誌に不法投棄に関する記事を掲載して
住民への啓発活動を行う。

2455 熊本県 B 和水町 町民、地元企業 クリーンクリーン作戦 6月初旬 町内 ごみ拾い、草刈り等の環境美化作業を実施する。

2456 熊本県 D 菊池市環境課 - 広報誌による啓発 6月初旬 菊池市 市広報誌による不法投棄防止の啓発活動を実施する。

2457 熊本県 B 大津町 住民・事業所 大津町環境美化の日 6月2日 町内
町内一斉の美化活動。住民、事業所による町内各所のごみ拾
い、除草等の美化活動を実施する。

2458 熊本県 B 大津町 住民・事業所 大津町環境美化の日 10月20日 町内
町内一斉の美化活動。住民、事業所による町内各所のごみ拾
い、除草等の美化活動を実施する。

2459 熊本県 B 西原村 西原村民
道路品評会（村道一斉清
掃）

5月11日、9月中旬 村内 全地域住民により、村内一円の道路の草刈り・清掃を行う。

2460 熊本県 B 西原村 関係住民 主要河川の清掃 7月下旬
木山川、鳥子川、布
田川

一級河川の護岸、川の中の葦切り等の環境美化活動を行う。

2461 熊本県 B
氷川町環境美化推進
連絡協議会

氷川町
町民環境美化一斉行動の
日

6月1日 町内 町内一円の清掃作業を実施する。

2462 熊本県 A 錦町
錦町護美対策推進
員

不法投棄・ポイ捨て監視パ
トロール

5月下旬、9月、1
月

町内
廃棄物の不法投棄・ごみのポイ捨て監視パトロール活動を実施
する。

2463 熊本県 A 錦町
錦町シルバー人材セ
ンター

不法投棄廃棄物撤去事業 通年 町内 不法投棄廃棄物の監視パトロール活動及び撤去を行う。
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2464 熊本県 B 荒尾市 市民、地元企業 環境美化行動の日 6月8日 市内
万田坑及び炭鉱専用鉄道敷跡をメイン会場として清掃活動を行
う。

2465 熊本県 B 荒尾市 市民、地元企業 主要道路・海の清掃 6月25日 市内 各団体に呼びかけて市内道路周辺の道路及び海岸を清掃する。

2466 熊本県 B 荒尾市 市民、地元企業
くまもと・みんなの川と海づ
くりデー

8月下旬 市内（海岸）
くまもと・みんなの川と海づくりデーに伴う市内海岸の清掃作業を
実施する。

2467 熊本県 A 長洲町 -
不法投棄防止の監視及び
回収事業

6月～3月 町内
道路・公園・海岸などに不法に投棄されたゴミ（家電や自転車など
の大型ゴミも含む）の監視パトロールと回収を実施することで、町
の環境美化及び保全に努める。

2468 熊本県 A 合志市 - 不法投棄パトロール事業 通年 市内 合志市一円をパトロールし除去及び啓発を行う。

2469 熊本県 A 甲佐町
甲佐町シルバー人材
センター

不法投棄対策事業 通年（月4日間） 町内
甲佐町シルバー人材センターと委託契約を行い、作業員2名で町
内一円の不法投棄パトロール、回収及び不法投棄禁止啓発看板
設置等を実施する。

2470 熊本県 A 宇土市 -
不法投棄監視巡回パト
ロール

通年 市内
再任用職員2名による市内の巡回パトロール及び不法投棄物の
回収作業を行う。

2471 熊本県 A あさぎり町 環境美化監視委員 不法投棄パトロール 通年 町内
委員2名により町内の巡回パトロール及び不法投棄物の回収作
業を行う。

2472 熊本県 B あさぎり町 町民
熊本・みんなの川と海づくり
デー

8月 町内 町内河川の清掃作業を実施する。

2473 熊本県 H 上天草市 -
海岸漂着物等の発生抑制
策に係る事業

7月～10月 市内
平成26年度熊本県海岸漂着物地域対策推進事業補助金を活用
し、海岸漂着物の発生抑制策に係る事業を実施する。

2474 熊本県 B パークボランティア 町・ビジターセンター 未定 6月1日 高森地内
ビジターセンター周辺を中心にパークボランティア・町・ビジターセ
ンター職員等でゴミ拾い等環境美化作業を実施する。

2475 熊本県 B
ＮＰＯ法人　シートラス
ト

市民、上天草市環境
衛生課

くまもと・みんなの川と海づ
くりデー

7月21日 大矢野町（海岸）
くまもと・みんなの川と海づくりデーに伴う大矢野町海岸の清掃作
業を実施する。

2476 大分県 Ｂ 宇佐市 各自治体 宇佐市市民清掃デー 5月中 市内 市内の自治区に依頼して、地区の定めた場所の清掃を行う。

2477 大分県 A 豊後大野市 - 不法投棄監視パトロール 6月､12月 市内 市内監視パトロールを行う。
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2478 大分県 A 杵築市 - 不法投棄監視パトロール ウィーク期間中 市内 杵築市職員による集中監視パトロールを実施する。

2479 大分県 A 杵築市 - 不法投棄防止対策事業 期間外 市内
不法投棄多発地区の監視及び防止のため、監視カメラを設置す
る。

2480 大分県 D 国東市 - 市広報 6月中 市内 広報誌（市報６月号）による啓発を行う。

2481 大分県 D 佐伯市 - 市広報 5月15日 市内 広報誌（市報5/15日号記載）による啓発を行う。

2482 大分県 A 佐伯市 - 不法投棄監視パトロール ウィーク期間中 市内 自治体職員による不法投棄多発地域のパトロールを実施する。

2483 大分県 A 竹田市 - 不法投棄監視パトロール 6月5日 管内 管内路線の不法投棄監視を実施する。

2484 大分県 BG
竹田市自治会長会
歩こう会

- ゴミフ大会（ごみゼロの日） 5月30日 市内
「健康づくりを兼ねて町の美化を推進」を提唱、自治会長会、歩こ
う会、老人クラブ、各事業所等と協力しゴミ拾いを兼ねた健康
ウォークを実施する。

2485 大分県 B 津久見市 - クリーンキャンペーン 7月7日、2月9日 主要道路、公園
市職員とその退職者及び環境ボランティア団体等が主要道路や
公園等の清掃、草取りを行う。

2486 大分県 B 津久見市区長会 - 自治区一斉清掃 9月8日 各自治区
大分国体で行ったおもてなし清掃を記念として継続、各自治区で
場所を決めて一斉清掃を行う。

2487 大分県 A 中津市 - 不法投棄監視委託 5月以降 市内
社団法人中津市シルバー人材センターと旧下毛各自治委員会に
委託し、監視員を配置して、不法投棄の監視パトロールを実施す
る。

2488 大分県 A 日田市 -
ポイ捨て等防止監視員に
よる巡回

通年 市内
6名のポイ捨て等防止監視員を設置し、2人1組で市内を巡回し、
不法投棄等の防止に努める。

2489 大分県 B 日出町 - カントリー作戦 6月16日 町内 町内77自治区による空き缶拾い等の一斉清掃を実施する。

2490 大分県 D 豊後大野市 - 広報誌・ＨＰ啓発 5月30日～6月5日 市内 6月号広報紙等で市民に広く啓発する。

2491 大分県 B 別府市 各自治会 別府市一斉美化活動 6月1日 市内
公共施設（公園、道路、側溝）の除草、土砂、散乱ゴミの清掃を実
施する。
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2492 大分県 E 中津市 - 市広報 6月中 市内 広報誌（市報6月号）による啓発を行う。

2493 宮崎県 AＦ えびの市 - 環境美化推進員研修会 5月
えびの市美化セン
ター

地区の美化推進員研修会開催し、活動報告や、不法投棄監視ス
テッカーの配布を行う。

2494 宮崎県 A えびの市 - 監視パトロール 通年 市内 不法投棄廃棄物のパトロール、回収を行う。

2495 宮崎県 D えびの市 - 広報誌掲載 5月20日 市内
広報誌に、不法投棄防止に関する内容を掲載し、市民への周知
徹底を図る。

2496 宮崎県 D えびの市 - 産業文化祭 11月 文化センター
市民への啓発事業として不法投棄の現状をパネルで展示説明を
行う。

2497 宮崎県 D えびの市 - 看板・のぼり旗設置 5月 市内 のぼり旗作製し、市内各地に設置し、不法投棄防止を啓発する。

2498 宮崎県 Ａ 木城町
シルバー人材セン
ター

環境パトロール 4月1日、3月31日 町内全域
シルバー人材センターによる不法投棄のパトロールと回収作業を
実施する。

2499 宮崎県 Ａ 五ヶ瀬町 - 広報誌掲載 5月9日 広報誌
町広報誌に、不法投棄防止に関する内容を掲載し、町民への周
知徹底を図る。

2500 宮崎県 Ｄ 新富町 - 広報誌掲載 5月25日 広報誌
町発行のお知らせばんに不法投棄防止に関する内容を掲載し、
町民への啓発を図る。

2501 宮崎県 H
延岡地区不法投棄対
策協議会

地区住民 等
「ごみゼロの日」不法投棄
防止啓発活動

5月30日 延岡市
事前に設定したルートを車列を組み、不法投棄防止啓発のパ
レードを実施した後に、事前に選定した不法投棄現場にて不法投
棄撤去作業を実施する。

2502 宮崎県 G
延岡地区不法投棄対
策協議会

パネル提供先 等
「ごみゼロの日」不法投棄
防止パネル展

5月30日～6月6日
延岡市役所、本庁
舎内

期間に併せて、不法投棄防止等のパネル展を行い、広く市民に
不法投棄防止に関する周知を図る。

2503 宮崎県 G 日向市 -
日向市ごみ減量・リサイク
ル推進週間パネル展示

5月30日～6月5日 本庁舎ロビー
ごみ減量・リサイクル・不法投棄関係の事情展を行う（日向市のご
み、リサイクル、不法投棄関係の事情をパネルにて紹介）。

2504 宮崎県 G 日向市 - 環境月間啓発
5月30日～6月30
日

本庁、各支所、自治
センター

懸垂幕等を掲揚し、環境月間、ごみ減量推進週間の啓発を行う。

2505 宮崎県 G 日向市 -
ごみ収集車両横断幕の掲
示

5月30日～6月30
日

環境政策課
ごみ収集車両8台

横断幕等を車両の横に掲示し、環境月間、ごみ減量推進週間の
啓発を行う。
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2506 宮崎県 D 日向市 - 市広報誌掲載 6月 広報誌 広報誌にてごみについての特集を掲載する。

2507 宮崎県 H 日向市 - ケーブルテレビ出演 6月
ケーブルTVわいわ
い

「生ごみから始めるごみ減量」について説明する。

2508 宮崎県 G 日向市 - 「地域と市民活動フェスタ」 2月
市内、文化交流セン
ター

ごみ減量・リサイクル・不法投棄関係の展示を行う（日向市のご
み、リサイクル、不法投棄関係の事情をパネルにて紹介）。

2509 宮崎県 A 西都市 - 不法投棄対策事業 通年 市内
西都市嘱託員のクリーンキーパーにより市内不法投棄現場の巡
視活動及び清掃や撤去作業を実施する。

2510 宮崎県 D 西都市 - 広報事業 5月15日 市内回覧板
市民に回覧する「お知らせ」(毎月2回発行)に掲載し、市民の不法
投棄に対する意識啓発を行う。

2511 宮崎県 B 椎葉村各公民館 椎葉村 椎葉村内一斉清掃 6月8日、10月19日 村内 沿道沿いや河川の草木刈りや空き缶等のゴミ拾いを行う。

2512 鹿児島県 B いちき串木野市 市民 海の日海岸クリーン作戦 7月15日 市内海岸線沿い
全市民をあげて、市内海岸線に漂着したゴミ等を回収・処分し、海
岸美化に努め、参加者の環境意識を啓発する。

2513 鹿児島県 A
いちき串木野市
衛生自治団体連合会

いちき串木野市 不法投棄監視員設置事業 通年 市内
市内を16地区に分け、2名ずつの不法投棄監視員を設置し、不法
投棄の未然防止と早期発見に努める。

2514 鹿児島県 A 薩摩川内市 環境美化推進員
不法投棄ウィークパトロー
ル

5月30日～6月5日 市内
市職員と環境美化推進員で、期間中集中的にパトロールを行うこ
とにより、不法投棄の発見、防止に努める。

2515 鹿児島県 E
志布志市
市衛生自治会

市民 環境学習会の実施
不定期（市民から
の要望に応じ実
施）

校区公民館等

市民の環境に対する意識を啓発するため、環境学習会を実施す
る。講師は市衛生自治会評議員及び事務局職員（市職員）が行
い、環境学習を自主的に実施した団体に対し、市衛生自治会から
補助金（1学習会当たり5,000円）を交付する。

2516 鹿児島県 E
志布志市グラウンドゴ
ルフ協会

志布志市
ごみゼログラウンドゴルフ
大会

5月29日 有明町
志布志市グランドゴルフ協会が実施する競技大会の開催に合わ
せ、環境に関する講演を実施し、参加者全員で開催前に会場周
辺のごみ拾いを行う。

2517 鹿児島県 B
曽於市・曽於市青少
年育成市民会議

各地区公民館・曽於
市子ども会育成会連
絡協議会

曽於市一斉美化活動 7月20日 市内
市民と子供たちが一緒になって、市内の一斉美化活動を行い、曽
於市の子供たちが安心・安全に生活できる環境を整える。

2518 鹿児島県 G 南種子町 - 南種子町役場庁舎内展示 6月1日～30日 南種子町役場
町内の不法投棄の状況（写真等）を展示し、不法投棄の違法性や
未然防止等について、啓発を行う。
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2519 鹿児島県 D 南種子町 - 南種子町広報誌掲載 6月1日～30日 町内
町広報誌（6月号）により町民へ趣旨及び実施期間等について掲
載し啓発活動を行う。

2520 鹿児島県 D 瀬戸内町 -
せとうち町ホームページ掲
載

通年
せとうち町ホーム
ページ

町ホームページに掲載し、町民へ不法投棄対策についての啓発
周知を図る。

2521 鹿児島県 D 瀬戸内町 - せとうち町広報誌掲載 6月末 町内全世帯
町内全世帯に配付する広報誌に掲載し、全町民へ不法投棄対策
についての啓発周知を図る。

2522 鹿児島県 B 伊佐市職員労働組合 商工会、民間企業等 ゴミ０大作戦 6月1日 市内幹線道路 散乱ごみ等の回収を実施する。

2523 鹿児島県 D 奄美市 - 啓発活動 6月 - 広報誌に不法投棄について掲載し、不法投棄禁止の啓発を行う。

2524 鹿児島県 B 西之表市 市民・各種団体 市民総参加「海岸清掃」 5月19日
危険箇所を除く市内
の海岸

広報誌や地域活性化推進員等を通じ市民や各種団体に呼びか
けて、市民総参加の海岸清掃を実施する。漂着したごみや捨てら
れたごみなどを知ることによって、ごみに対する考え方や自然を
守ることの大切さを学び、ポイ捨てや不法投棄などを市民みんな
で少なくしていく運動につなげていくことを目指す。

2525 鹿児島県 Ｆ 西之表市衛生自治会 環境美化推進員 環境美化推進員研修会 7月下旬 市民会館
ごみステーション周辺の環境美化やごみの分別等の指導を行う
環境美化推進員を対象に、ごみの減量化やマイエンザの作り方
について研修し、家庭からの排出ごみの抑制を目指す。

2526 鹿児島県 B
クリーン指宿市民会
議

- クリーン指宿 5月11日 市内
快適で住みやすい環境をつくるための市民参加による清掃作業
を実施する。

2527 鹿児島県 A 錦江町 -
不法投棄集中監視パト
ロール

5月30日、6月5日 町内
町内の不法投棄を監視パトロールするとともに投棄物の撤去を行
い、さらには地域住民への啓発活動を行う。

2528 鹿児島県 B 大崎町衛生自治会 住民 集落名ボランティア清掃 5月中 町内
環境美化活動を通じて、地域の子供から高齢者までの異世代交
流を図りつつ、集落内道路・ロードミラー・自治会施設等のゴミ拾
いなどの自分たちの住環境整備を町内一斉に実施する。

2529 鹿児島県 D 与論町 - 広報
5月（2回）、6月（1
回）

町内 廃棄物の処理について広報誌及び防災無線で広報を行う。

2530 鹿児島県 A 宇検村 - 環境監視パトロール
4月26日、5月10
日、5月24日、6月
14日

村内
村内の村道及び林道において、不法投棄がされていないか巡回
し監視活動を行う。

2531 鹿児島県 A 奄美市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内 奄美市全域をパトロールすることにより、不法投棄の抑制を図る。
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2532 鹿児島県 D 奄美市 - 啓発活動 通年 -
奄美市のホームページに不法投棄について掲載し、不法投棄禁
止を啓発する。

2533 鹿児島県 A 志布志市 委託 環境パトロール 通年（毎日） 市内
市シルバー人材センターに委託し、毎日、市内全域を巡回し、ポ
イ捨て・不法投棄のパトロール及び路上ポイ捨てごみの回収を行
う。

2534 鹿児島県 D 志布志市 志布志市
不法投棄禁止等看板の設
置

通年 市内
不法投棄多発地区や市民の要望に応じ、不法投棄禁止等の看
板を設置する。

2535 鹿児島県 A 志布志市 志布志市
不法投棄防止監視カメラの
設置

通年 市内数ヶ所
不法投棄多発地区や市民の要望に応じ、監視カメラ（ダミー含む）
を設置する。

2536 鹿児島県 A 鹿屋市 - 不法投棄防止強化月間
8月、11月、12月、
3月

市内
市民に対して、不法投棄防止の意思付けを目的に、不法投棄防
止対策の周知・啓発、のぼり旗の設置、懸垂幕の掲揚、不法投棄
パトロールの実施予定。

2537 鹿児島県 D 鹿屋市 - 広報誌掲載 ７月、10月、3月 -
広報誌に不法投棄関係について掲載し、市民への周知・啓発を
行う。

2538 鹿児島県 D 西之表市 - 広報誌掲載 6月 -
不法投棄の禁止、廃棄物の適正処理について広報誌で周知す
る。

2539 鹿児島県 B 西之表市 市民・各種団体 市民総参加「道路清掃」 12月初旬 市内の道路

広報誌や地域活性化推進員等を通じ市民や各種団体に呼びか
けて、市民総参加の道路清掃を実施する。地域の道路に捨てら
れたごみの現状を知ることによって、ごみに対する考え方や住環
境を守ることの大切さを学び、ポイ捨てや不法投棄などを市民み
んなで少なくしていく運動につなげていくことを目指す。

2540 鹿児島県 A
指宿市環境衛生協力
会

- 地区診断 7月頃 市内
環境衛生面で問題になっている箇所等を現地調査して解決策を
見出し、健康で明るく住みよい街づくりを推進する。

2541 鹿児島県 B 錦江町
地域住民
建設業組合

海岸清掃作業ボランティア
活動

4月21日 町内海岸一円
行政・建設業組合・地域住民が一体となり海岸の美化活動を行
う。

2542 鹿児島県 B 錦江町
地域住民
建設業組合

花瀬川清掃作業ボランティ
ア

4月20日～4月27
日

花瀬川河川敷及び
周辺

行政・建設業組合・地域住民が一体となり花瀬川周辺の美化活
動を行う。

2543 鹿児島県 B 錦江町
地域住民
建設業組合

町内一斉清掃 7月7日 町内
行政・建設業組合・地域住民が一体となり町内の美化活動を行
う。

2544 鹿児島県 A 錦江町 - 監視パトロール 毎月1回以上 町内
町内の不法投棄を監視パトロールするとともに投棄物の撤去を行
い、さらには地域住民への啓発活動を行う。
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2545 鹿児島県 C 志布志市 志布志市
資源ごみ集団回収の立ち
会い

第1・3土曜日 市営駐車場
毎月第1・3土曜日に実施している資源ごみ集団回収の際に、確
実なごみ出しをするよう市職員による分別指導等を実施する。

2546 鹿児島県 D 志布志市 志布志市
市報・ホームページ等を活
用した啓発活動

通年 市内
環境全般に関し、市報・市ホームページ・行政放送等を活用した
啓発活動を行う。

2547 鹿児島県 B 志布志市 市民
おじゃったもんせクリーン大
作戦

4月、7月、11月
（年3回）

市内
市が開催する祭りに合わせて、自治会を単位として、一斉美化・
清掃活動を実施する。

2548 鹿児島県 B 志布志市 市民 マイロードクリーン大作戦 通年 市内
道路などのある区間を決めて、ボランティアでその区間の清掃活
動をする。

2549 鹿児島県 A 喜界町 - 監視パトロール 期間中 町内 監視パトロールを実施する。

2550 鹿児島県 D 喜界町 - 防災無線による啓発 期間中 町内 防災行政無線による広報を行う。

2551 鹿児島県 B 喜界町区長会 喜界町 一斉美化作業 7月第3日曜日 町内 町内一斉美化作業を実施する。

2552 鹿児島県 B いちき串木野市
建設業青年部会串
木野支部

不法投棄ごみ集中回収作
業

2月中 市内
建設業青年部会串木野支部に委託し、市内に発見された不法投
棄ごみ等を回収・処分し、今後投棄されないよう看板設置等を行
う。

2553 鹿児島県 B 屋久島町観光協会 屋久島町 他 屋久島海祭り 4月19日
屋久島町内の海岸
及び港湾

午前中に海岸及び港湾の一斉美化活動を行い、午後からダイビ
ング・マリンジェット・カヌー体験等を行う。

2554 沖縄県 Ｆ Ｅ＆Ｃセンター Ｅ＆Ｃセンター Ｅ＆Ｃセンター見学会 通年 Ｅ＆Ｃセンター Ｅ＆Ｃセンター見学（小学4年生対象）を実施する。

2555 沖縄県 G 伊江村
農林水産課、福祉保
健課

チューパンジャまつり 2月 村民レク広場 村の産業・福祉関連事業の広報及びパネル展示、活動を行う。

2556 沖縄県 B 伊江村漁協協同組合
伊江村漁協協同組
合青年部

クリーン作戦 ハーリー前 ハーリー会場 ハーリー会場浜辺周辺の海岸清掃を実施する。

2557 沖縄県 B 伊江村青年会 伊江村青年会・村民 530クリーン作戦 5月30日 伊江村全体 伊江村全体のゴミ拾い・草刈などを実施する。

2558 沖縄県 B 伊江村青年会 伊江村青年会 青年会ビーチ清掃 6月 伊江ビーチ 伊江ビーチのゴミ拾いや海岸清掃を実施する。
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2559 沖縄県 D 伊江村役場総務課 総務課
伊江村広報誌イーハッ
チャー

毎月1回 - 広報（イーハッチャー）による普及・啓発活動を実施する。

2560 沖縄県 B 伊江村老人クラブ 伊江村老人クラブ 老人社会奉仕作業 9月（老人の日）
各区公民館・ゲート
ボール場周辺

ごみ拾い・草刈などを実施する。

2561 沖縄県 B タマレンタ企画 民間体験学習
いちゃりば伊江島民間体験
泊協力会

8月、12月 ビーチ ビーチのゴミ拾いや海岸清掃を実施する。

2562 沖縄県 B 伊江村役場建設課
村民（小・中学生が
主）

沖縄県海岸漂着物地域対
策推進事業

6月～8月 伊江村管内海岸
台風通過後や、漂着物等が多量に流れ着いた際の清掃を実施す
る。

2563 沖縄県 A 糸満市 市民 海岸クリーン作戦 通年
米須・大度・喜屋武
海岸

米須・大度・喜屋武海岸一円のゴミ拾いや海岸清掃を実施する。

2564 沖縄県 BD 糸満市 糸満市 環境美化運動 通年 チラシ・広報誌
チラシや広報誌等により不法投棄未然防止やポイ捨て禁止の普
及・啓発を実施する。

2565 沖縄県 AD 糸満市 糸満市、市民、企業 市民ボランテイア清掃 毎月第2土曜日 市内 市主催で、自治会や企業団体へ呼びかけて清掃を実施する。

2566 沖縄県 A 糸満市 糸満市、企業など 不法投棄監視パトロール 通年 市内 監視員による不法投棄監視パトロールを実施する。

2567 沖縄県 B 伊是名村 地域住民 環境美化活動
年5回（4･6･7･9･
12月）

村内 村内の一斉清掃（草刈、ゴミ拾い）を実施する。

2568 沖縄県 B
伊是名村環境プロジェクト
（村、教育委員会、商工
会、農協、漁協、NPO）

地域住民、建設業協
会、NPO、小中学生、
村内各種団体

環境美化活動 4月26日
村内海岸、観光施
設周辺等

環境協力税導入を記念して、毎年4月25日を伊是名村環境の日と
定め、この日を含む1週間を環境ウィークとし、村民の環境美化に
対する意識高揚を図るとともに観光産業の発展に資する目的で、
期間中に環境美化活動を実施する（海岸清掃、花植え、ビーチ草
刈作業）。

2569 沖縄県 A 今帰仁村 - 不法投棄監視パトロール 通年 村内
監視員による不法投棄パトロール活動、ごみの回収や看板設置
による不法投棄防止を行う。

2570 沖縄県 Ａ 今帰仁村 - 海岸漂着物対策事業 2月、3月 海岸 漂着物やゴミ拾いの海岸清掃を実施する。

2571 沖縄県 B 恩納村 恩納村各自治体 環境美化活動
9月24日～10月31
日

村内 村内各自治会による草刈及びごみ拾い活動等を実施する。
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2572 沖縄県 B 恩納村 恩納村各自治体 環境美化活動 6月1日～6月30日 村内 村内各自治会による草刈及びごみ拾い活動等を実施する。

2573 沖縄県 A 恩納村 村職員 不法投棄監視パトロール 通年 村内 職員による不法投棄パトロールを実施する。

2574 沖縄県 B 浦添市 市内自治会
20１4クリーンデーＩＮうらそ
え清掃

5月18日 市内 市内の道路、公園等の清掃を実施する。

2575 沖縄県 A 多良間村 村民 不法投棄監視パトロール 6月1日 村内 関係機関による不法投棄監視パトロールを実施する。

2576 沖縄県 B 南風原町 町民、町職員、企業
ちゅら島環境美化町内一
斉清掃

12月
黄金森陸上競技場
及び周辺

草刈り、ごみ拾い。町内にある不法投棄物の撤去作業を実施す
る。

2577 沖縄県 B 南風原町 町民、町職員、企業 道路ふれあい清掃 8月 未定
町道を中心に草刈りやごみ拾いを行う。町内にある不法投棄物の
撤去作業を実施する。

2578 沖縄県 A 南風原町・那覇市 周辺地域自治会長
不法投棄監視及び公害防
止パトロール

毎月
那覇・南風原ｸﾘｰﾝｾ
ﾝﾀｰ周辺

一般廃棄物処理施設周辺のパトロールを実施する。

2579 沖縄県 A 八重瀬町 八重瀬町
不法投棄・散乱ごみ監視等
パトロール

5月～6月 町内
町内の不法投棄・散乱ごみ多発地域を中心にパトロールを実施。
ごみの回収や看板設置による不法投棄防止等を行う。

2580 沖縄県 G うるま市
中部北環境施設組
合各種団体

環境衛生週間・３Ｒ推進月
間パネル展

10月
うるま市健康福祉セ
ンター（うるみん）

・ごみ処理、分別、不法投棄に関するパネル展示及びパンフ配
布。
・リサイクル成形品及びごみ溶融施設資源化品の展示。
・各種団体のボランティア活動写真の展示。

2581 沖縄県 D うるま市 -
環境衛生週間・３Ｒ推進月
間

10月 市内
環境衛生週間・3Ｒ推進月間に広報及びＨＰにて環境に対する感
心を喚起する。

2582 沖縄県 A うるま市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
クリーン指導員等による不法投棄場所の監視パトロールを実施す
る。

2583 沖縄県 B うるま市各自治会 - 環境美化活動
6月１日～8月31
日

市内 市内各自治会による草刈及びごみ拾い活動等を実施する。

2584 沖縄県 B うるま市各自治会 - 環境美化活動 12月 市内 市内各自治会による草刈及びごみ拾い活動等を実施する。

2585 沖縄県 B
天願川デー実行委員
会

うるま市、各種団体 天願川デー 4月 天願川
川の清掃を通して河川に対する市民の意識を高めるとともに、環
境問題を考える機会する。



番号
都道府県

名
区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

2586 沖縄県 A 南城市 南城市民 不法投棄監視パトロール 随時 市内
不法投棄パトロール隊・クリーン指導員・市職員・委託業者による
不法投棄監視パトロールを実施する。

2587 沖縄県 A 読谷村
読谷村・村内企業
村教育委員会

ちゅら浜クリーンアップ作戦
in読谷

6月 村内海岸 読谷村内海岸全域のごみ拾い・清掃を実施する。

2588 沖縄県 B 中城村
自治体、青年会、婦
人会、子供会

秋の一斉清掃 10月19日 村内 ゴミ拾い、草刈りを実施する。

2589 沖縄県 B 中城村
自治体、青年会、婦
人会、子供会

春の一斉清掃 5月18日 村内 ゴミ拾い、草刈りを実施する。

2590 沖縄県 A 中城村 中城村 不法投棄監視パトロール 通年 市内 村職員によるパトロールを実施する。

2591 沖縄県 AD 名護市 - 広告活動 通年 市内
ホームページ・看板設置・広報誌等による不法投棄防止の啓発活
動職員による市内パトロールでの不法投棄監視活動を実施す
る。

2592 沖縄県 Ａ 南大東村 南大東村 不法投棄撲滅活動 通年 村内 不法投棄現場（重点地）のパトロールを実施する。

2593 沖縄県 Ｂ 南大東村 各字区 地域部落美化活動 8月 各字周辺 地区周辺のゴミ拾い、草刈などを実施する。

2594 沖縄県 A 北谷町
北谷町保健衛生課
職員

不法投棄防止パトロール 通年 町内
不法投棄防止のため、町内全域において早朝・夜間パトロールを
実施する。

2595 沖縄県 Ｆ 北谷町 拓南製鐡株式会社 工場見学会 5月2日 拓南製鐡株式会社
拓南製鐡株式会社工場見学会（北谷町クリーン指導員）を開催す
る。

2596 沖縄県 B 北中城村
自治体、青年会、婦
人会、子ども会

春の一斉清掃 5月
村内(米軍施設内を
除く)

ゴミ拾い、草刈りを実施する。

2597 沖縄県 B 北中城村
自治体、青年会、婦
人会、子ども会

秋の一斉清掃 9月
村内(米軍施設内を
除く)

ゴミ拾い、草刈りを実施する。

2598 沖縄県 B 北中城村
自治体、青年会、婦
人会、子ども会

美ら島清掃週間 12月
村内(米軍施設内を
除く)

ゴミ拾い、草刈りを実施する。

2599 沖縄県 A 北中城村 北中城村 不法投棄監視パトロール 通年実施
村内(米軍施設内を
除く)

村職員によるパトロールを実施する。
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2600 沖縄県 A 本部町 - 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視パトロールやごみの回収、注意看板の設置等の不
法投棄防止活動を行う。

2601 沖縄県 B 本部町 各行政区 一斉清掃 6月1日 町内 町内の一斉清掃を実施する。

2602 沖縄県 A 宜野座村 各区 朝作業 5月25日 村内
村内各自治体、各種団体による草刈り及びごみ拾い活動等を実
施する。

2603 沖縄県 A 宜野座村 各区 不法投棄パトロール 通年 村内 宜野座村環境監視員による監視パトロールを実施する。

2604 沖縄県 D 宜野座村 各区 広報・チラシの配布 5月30日～6月5日 村内 村広報、チラシの配布による啓発を行う。

2605 沖縄県 DA
東村役場　建設環境
課

建設環境課 広報活動 6月、通年 村内
・ホームページ等による不法投棄未然防止及びポイ捨て禁止の
普及啓発活動。
・職員及び清掃員による不法投棄監視パトロール等。

2606 沖縄県 D 石垣市 -
環境に関する意識啓発事
業

年5回 市内全世帯
不法投棄現場やボランティア清掃活動等、環境に関する広報誌を
年に5回発行し、市民の意識啓発に取り組む。

2607 沖縄県 B 与那国町 町民全体 環境美化活動
9月24日～10月1
日

町内 集落周辺の美化活動（草刈等）を実施する。

2608 沖縄県 A 竹富町 地域住民 春の清掃 4月～5月 町内 町民による清掃、不法投棄点検を行う。

2609 沖縄県 A 竹富町 - 不法投棄パトロール 通年 町内 職員による不法投棄パトロールを実施する。

2610 沖縄県 B 沖縄市
各自治会クリーン指
導員

クリーンデーin沖縄市 11月9日 市内
各自治会を主体に市内全域の道路、公園等の清掃活動を実施す
る。

2611 沖縄県 A 沖縄市 - 不法投棄パトロール 通年 市内 監視員による、不法投棄場所の監視パトロールを実施する。

2612 沖縄県 A 大宜味村 - 不法投棄パトロール 月5～6回程度 村内 職員による不法投棄パトロールを実施する。

2613 沖縄県 A 宮古島市 - 不法投棄監視パトロール 通年 市内
クリーン指導員・不法投棄監視員による不法投棄監視パトロール
を実施する。不法投棄禁止の看板設置・啓発活動を行う。
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2614 沖縄県 B 宮古島市
宮古島市環境を守り
育てる市民協議会

宮古島市美化清掃の日
5月、10月の第4日
曜日

市内 協議会・市民による不法投棄物の撤去清掃活動を実施する。

2615 沖縄県 A 与那原町 -
不法投棄等監視パトロー
ル委託業務

7月1日～3月31日 町内
不法投棄・散乱ごみ等監視パトロールを警備会社に委託して行
う。

2616 沖縄県 A 渡名喜村 - 不法投棄パトロール 4月～5月 村内 職員による不法投棄パトロールを実施する。

2617 沖縄県 Ｂ 金武町 各行政区 海浜清掃 7月13日 町内海岸 ごみ拾いを実施する。

2618 沖縄県 B 金武町 各行政区 海浜清掃 7月20日 町内海岸 ごみ拾いを実施する。

2619 沖縄県 B 金武町 各行政区 春の各班清掃 5月25日 町内 ごみ拾い、草刈り清掃を実施する。

2620 沖縄県 B 金武町 各行政区 秋の各班清掃 10月26日 町内 ごみ拾い、草刈り清掃を実施する。

2621 沖縄県 A 金武町 住民生活課 不法投棄監視パトロール 通年 町内
不法投棄監視パトロールやごみ回収、注意看板の設置等を行う
（委託職員で実施）。


