
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 緑の教室 山梨県
6月5日
6月26日
6月27日

武田の杜他

緑化に関する知識の普
及を図るため、木の手
入れ等の教室を開催す
る。

森林整備課 055-223-1646

2 自然解説員学習会 山梨県 6月5日 富士山科学研究所
①自然観察路学習
②富士山研研究員によ
る企画展解説

富士山科学研究所 0555-72-6211

3
富士山世界遺産登録
記念クイズラリー

山梨県 6月19日～6月22日
富士山科学研究所、富
士山世界遺産センター

世界遺産センターと連
携してクイズラリーを
実施

富士山科学研究所 0555-72-6211

4
第１回森の観察めぐ
り

山梨県 6月19日 八ヶ岳山麓
八ヶ岳横断歩道沿いの
自然観察会の１回目

中北林務環境事務所 0551-23-3090

5
環境フォーラムinや
まなし

山梨県 6月13日 オンライン配信
地球温暖化及び海洋ご
み問題をテーマにした
オンラインフォーラム

自然共生推進課 055-223-1634

6 村内一斉清掃 山中湖村 6月23日 山中湖村全域
山中湖畔の清掃並びに
各家の周りの清掃

山中湖村観光産業課 0555-62-1111
https://www.vill.yam
anakako.lg.jp/

7 市役所周辺清掃活動 山梨市 5月28日 市役所周辺
市役所周辺の清掃活動
を実施する。

山梨市総務課 0553-22-1111

8 観光地美化清掃 山梨市 5月31日 広瀬ダム周辺
市内観光地の清掃活動
を実施する。

山梨市観光課 0553-22-1111

令和３年度「環境の日」及び「環境月間」行事等

 山梨県

https://www.vill.yamanakako.lg.jp/#
https://www.vill.yamanakako.lg.jp/#
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9 笛吹川美化活動 山梨市 6月6日 万力公園周辺
笛吹川河川敷の清掃活
動を実施する。

山梨市環境課 0553-22-1111

10
ファイバーリサイク
ル

上野原市 随時
クリーンセンター・市
役所・秋山支所

古着を回収してリサイ
クルを推進する。

上野原市生活環境課 0554-62-3114
https://www.city.ue
nohara.yamanashi.jp

11
環境の日、環境月間
についてホームペー
ジにて周知

上野原市 6月中
上野原市
ホームページ

環境の日、環境月間に
ついて上野原市ホーム
ページを通じて周知す
る。

上野原市生活環境課 0554-62-3114
https://www.city.ue
nohara.yamanashi.jp

12
町内一斉環境美化活
動

身延町
5月～6月
（中止）

町内全域

地域の河川・道路等の
清掃および花壇の手入
れ等を中心に地域の環
境美化に取り組む。

身延町環境上下水道課 0556-42-4811

13
緑のカーテンinみの
ぶ

身延町 5月～9月頃 町内の公共施設

ゴーヤやアサガオと
いったツル性植物を町
内の公共施設へ植えて
緑のカーテンをつく
り、地球温暖化対策に
取り組む。

身延町環境上下水道課 0556-42-4811

14 庁舎内清掃 西桂町 6月1日 庁舎内

毎月仕事初めの日に、
庁舎内を各課に分かれ
て職員が清掃活動を行
うもの。時間はＡＭ8：
00～8：30。

西桂町総務課 0555-25-2121

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/#
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/#
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/#
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/#
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15
きれいにする会清掃
活動

西桂町 6月3日 町内

町民（主に高齢者）約
100名と町の社会福祉協
議会（福祉保健課）及
び産業振興課職員が中
心となって町内の清掃
活動を行うもの。2ヶ月
に1回程度の活動となっ
ている。

西桂町社会福祉協議
会・西桂町福祉保健
課・産業振興課

0555-25-3333
（西桂町社会福祉
協議会）

16 環境美化運動 丹波山村 6月26日 村内
村内のゴミ拾い・清掃
活動

丹波山村住民生活課 0428-88-0211

17
ボランティア作業等
におけるごみ収集

笛吹市

5月30日、5月31
日、6月6日、6月10
日、6月13日、6月
16日、6月20日、6
月24日

笛吹市内

ボランティア作業（ご
み拾い・清掃）をして
くれる方に事前に申請
をもらい、作業で出た
ごみを指定された日時
に回収する。

笛吹市環境推進課 055-261-2044

18 一斉清掃・一斉消毒 道志村 5月30日 各自治会地内

ごみ・空き缶拾い等の
清掃活動を中心とし
て、樹木や花の植栽な
どの緑化活動等、地域
の実情に応じた環境美
化活動とする。

道志村産業振興課 0554-52-2111

19
櫛形地区一斉クリー
ン作戦

南アルプス市 5月30日 櫛形地区 ごみ拾い等の清掃活動 南アルプス市環境課 055-282-6097
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20
八田地区ごみゼロの
日

南アルプス市
5月30日
（中止）

八田地区 ごみ拾い等の清掃活動 南アルプス市環境課 055-282-6097

21
水の里忍野村クリー
ンキャンペーン

忍野村
6月20日
（中止）

忍野村忍草地内
忍野八海及び周辺河川
のゴミ拾い清掃

忍野村観光協会 0555-84-4221

22 環境学習 富士川町 6月10日 保育所
リサイクルやごみの分
別についての環境学習

富士川町町民生活課 0556-22-7209

23 クールビズの実施 甲府市
5月1日～
10月31日

全庁

室温を２８℃に保つよ
う空調機器の温度設定
を行い、また軽装にて
職務に従事する。

甲府市環境保全課 055-241-4312

24 夏季河川清掃 甲府市 6月～9月 甲府市内一級河川

甲府市内一級河川の清
掃
※本年度は感染症対策
に伴う自治会に中止要
請を行ったが、自治会
独自の判断として行っ
た場所もある。

甲府市収集衛生課 055-431-4313


