
府省庁・都道府県・政令指定都市・特別区名

行事・事業名 主催 期日 場所 行事・事業内容 問合せ先 問合せ先電話 URL

1 クールビスの実施 福井県 5月1日～9月30日
福井県、県内市町、賛
同事業所

冷房時の室温(目安とし
て28℃)の適正管理と軽
装(ノー上着、ノーネク
タイ)勤務を実施。

福井県環境政策課 0776-20-0302
https://www.pref.fu
kui.lg.jp/doc/kankyo
u/cool-suisin.html

2 広報活動 福井県 6月1日 福井県内全域

新聞に清掃活動やエコ
チャレの案内を掲載し
て、環境月間のＰＲを
実施。

福井県環境政策課

0776-20-0301(清
掃活動）
0776-20-0302(エ
コチャレ)

3
クリーンアップふく
い大作戦

県、市町、環境ふ
くい推進協議会

6月1日～6月30日 福井県内全域

６月の統一行動期間に
居住地、工場・事業場
周辺等において、清
掃、草刈等を行い、県
民、各種団体、行政が
一体となって美化活動
を実施。

福井県環境政策課 0776-20-0301
https://www.pref.fu
kui.lg.jp/doc/kankyo
u/ee/cleanup.html

4 環境月間パネル展 福井県環境政策課 6月22日～6月29日 福井県立図書館

気候変動やZEH、省エネ
に関するパネルを展示
し、地球温暖化防止に
向けた意識啓発を行っ
た。

福井県環境政策課 0776-20-0302

5 スカイパトロール
福井県循環社会推
進課

6月10日、11日 県内全域

県警ヘリ「くずりゅ
う」を用いて、空から
廃棄物の不法投棄等発
見のための監視パト
ロールを実施。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

6
マイボトル専用コー
ナー設置

福井県循環社会推
進課

6月11日～7月11日
県ショッピングセン
ター等（31店舗）

県内のショッピングセ
ンター等31店舗でマイ
ボトル専用コーナーを
設置し、啓発POPやチラ
シの掲示を実施。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

7 マイボトル運動PR
福井県循環社会推
進課

6月14日～6月18日 県庁ホール

マイボトル運動や海洋
プラスチックごみ問題
に関するパネル展示を
実施。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

令和３年度「環境の日」及び「環境月間」行事等

福井県
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福井県

8
ポイ捨てストップ
キャンペーン

福井県循環社会推
進課

６月12日 永平寺町

鮎釣り解禁日に併せ、
鮎釣り客に対し、プラ
スチックごみポイ捨て
防止にかかる広報チラ
シと啓発品を配布。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

9
産業廃棄物運搬車両
路上検査

福井県循環社会推
進課

６月21日 敦賀市疋田地籍

産業廃棄物運搬車両に
対し、積荷や許可証な
どの確認を行うと共
に、産業廃棄物の適正
処理の指導啓発を実
施。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

10
ポイ捨てストップ
キャンペーン

福井県循環社会推
進課

６月21日 敦賀市疋田地籍

産業廃棄物運搬車両路
上検査に併せ、運転者
に対し、プラスチック
ごみポイ捨て防止にか
かる広報チラシと啓発
品を配布。

福井県循環社会推進課 0776-20-0318

11 環境パトロール 福井県 随時
県内の国立・国定・県
立自然公園

自然公園内およびその
周辺の違法行為等の監
視。

福井県自然環境課 0776-20-0305

12
池ヶ原湿原　外来種
駆除作業

福井県自然保護セ
ンター（池ケ原湿
原保全・活用協議
会）

6月20日
勝山市平泉寺町
池ケ原湿原

湿原に侵入した外来植
物を抜き取り、ミズチ
ドリなどの貴重な植物
の保護を行った。

福井県自然保護セン
ター

0779-67-1655

13 週末天体観望会
福井県自然保護セ
ンター

毎週土曜日
福井県自然保護セン
ター

天体観望や星座の学習
を通して、自然環境に
ついての理解を深め
た。

福井県自然保護セン
ター

0779-67-1655

14 自然観察シリーズ
福井県自然保護セ
ンター

毎週日曜日
福井県自然保護セン
ター

自然保護センター周辺
での自然観察会を通し
て、自然環境について
の理解を深めた。

福井県自然保護セン
ター

0779-67-1655

15
みんなで環境美化！
海域公園クリーン
アップ

福井県海浜自然セ
ンター

6月12日 食見海岸

一般参加者を招き、セ
ンター周辺海岸の陸上
および海中のごみ拾い
を実施。

福井県海浜自然セン
ター

0770-46-1101 http://www.fcnc.jp

16
田んぼで魚の赤ちゃ
んをつかまえよう

福井県海浜自然セ
ンター

6月20日 若狭町鳥浜の水田

田んぼで、ドジョウな
どの魚の赤ちゃんを捕
まえて観察し、自然環
境への関心を高めた。

福井県海浜自然セン
ター

0770-46-1102 http://www.fcnc.jp
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福井県

17
環境月間ポスター掲
示、環境クイズ

福井県福井健康福
祉センター

環境月間中
福井県福井健康福祉セ
ンター１階ロビー

福井健康福祉センター
１階ロビーにおいて、
環境月間のポスター掲
示および環境クイズの
掲示。

福井県福井健康福祉セ
ンター

0776-36-1119

18 休日廃棄物パトロール
福井県福井健康福
祉センター

6月5日 永平寺町内
管内において廃棄物が
不法投棄されやすい箇
所をパトロールする。

福井県福井健康福祉セ
ンター

0776-36-1119

19 環境パトロール
福井県奥越健康福
祉センター

6月12日、21日、
25日、26日

福井県奥越地区内
不法投棄防止のパト
ロール。

福井県奥越健康福祉セ
ンター

0779-66-2076

20
環境廃棄物休日パト
ロール

福井県二州健康福
祉センター

6月12日、26日
福井県敦賀市、美浜町
、若狭町

管内に不法投棄がない
かパトロールを実施。

福井県二州健康福祉セ
ンター

0770-22-3747

21 環境パトロール
福井県若狭健康福
祉センター

6月3日、12日、
26日

福井県若狭地区
不法投棄や野外焼却等
の不適正処理防止のパ
トロールを実施。

福井県若狭健康福祉セ
ンター

0770-52-1300

22
広報広聴課フェイス
ブック「ほやほや福
井」での広報

福井県 6月17日 福井県内全域
家庭でできるエコ活動
とマイボトル運動に関
する紹介を行った。

福井県知事公室広報広
聴課

0776-20-0219
https://www.facebo
ok.com/hoyahoyafu
kui

23 カー・セーブデー

福井県クルマに頼
り過ぎない社会づ
くり推進県民会議
（福井県交通まち
づくり課）

毎週金曜日 福井県内全域

公共交通機関や自転車
の利用促進と二酸化炭
素の排出量削減のた
め、過度な車の利用を
控えるカー・セーブ
デーを実施。

福井県交通まちづくり
課

0776-20-0724

https://www.pref.fu
kui.lg.jp/doc/sokou/
carsave/carsaveday
.html

24
九頭竜湖コクチバス
一斉駆除

福井県水産課 6月8日 九頭竜湖

漁協、漁連、ダム管理
者、福井県内水面総合
センターと協力し、コ
クチバスを駆除した。

福井県水産課 0776-20-0437
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福井県

25
第11回みどりと花の
県民運動大会

緑と花の県民運動
推進委員会

6月6日
福井県総合グリーンセ
ンター

第60回全国植樹祭を契
機に展開している「緑
と花の県民運動」を推
進するため、「みどり
と花の県民運動大会」
を実施。これに合わ
せ、緑と花に関する功
労者の表彰や、緑や花
に親しむ様々な体験型
イベントを実施。

福井県森づくり課 0776-20-0442

26 環境犯罪取締り 福井県警察本部 随時 福井県内全域
廃棄物の不法投棄・野
外焼却等環境事犯の取
締りを実施。

福井県警察本部
生活安全部生活環境課

0776-22-2880


