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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 長峰小学校水生生物調査 五十石川等流域会議 6月28日 五十石川(宇佐市)
五十石川に生息する生
き物を調査し、身近な
環境について学ぶ。

北部保健所 0979-22-2210

2 不法投棄撲滅・街頭啓発活動
大分県産業資源循環協会、大
分県

6月30日
臼杵津久見警察署前交差
点

大分県産業資源循環協
会、臼杵津久見警察
署、保健所で街頭啓発
活動を実施

中部保健所 0972-62-9171

3 環境月間街頭啓発
一般社団法人大分県産業資源
循環協会

6月1日 豊後大野市役所前

国道502号線沿いで協会
員とともに不法投棄防
止等の街頭啓発活動を
行った。

一般社団法人大分県環境資
源循環協会

097-503-0350 http://oita-sanpaikyo.or.jp/

4 水田及び水路周辺の草刈り清掃 三重総合高校
6月8日・15日
　・22日

本校水田圃場
地域の水田を中心に水
路及び通路周辺の草刈
り清掃

大分県立三重総合高等学校
農場

0974-22-5500 //kou.oita-edjp/miesogo/

5 社会見学 藤ケ谷清掃センター 6/9 藤ケ谷清掃センター
施設内見学
（対象：明星小学校）

藤ケ谷清掃センター 0977-67-6111

6 社会見学 藤ケ谷清掃センター 6/10 藤ケ谷清掃センター
施設内見学
（対象：南小学校）

藤ケ谷清掃センター 0977-67-6111

7 社会見学 藤ケ谷清掃センター 6/14 藤ケ谷清掃センター
施設内見学
（対象：明星小学校）

藤ケ谷清掃センター 0977-67-6111

8 出前講座
別府市
リサイクル情報センター 6/15 大平山小学校 ３Ｒの啓発講座

別府市
リサイクル情報センター 0977-25-5310

9 出前講座
別府市
リサイクル情報センター 6/22 大平山小学校 ３Ｒの啓発講座

別府市
リサイクル情報センター 0977-25-5310

10
（広報）コロナウイルス関連廃
棄物の排出方法の周知
（別府市公式ＨＰ）

別府市市民福祉部
生活環境課

6/10 -
新型コロナウイルスの
検査用試薬キットの捨
て方

別府市市民福祉部
生活環境課
まちを美しくする係

0977-66-5353
https://www.city.beppu.oita.jp/s
eikatu/kankyou_gomi/g_siwake/
kensakit.html

11
令和３年度不法投棄撲滅・街頭
啓発活動

（一社）大分県産業資源循環
協会 日田・玖珠支部

令和3年6月1日 日田市玉川交差点

大分県産業資源循環協
会日田・玖珠支部に属
する会員と、大分県西
部保健所職員並びに日
田市環境課職員で、左
記において不法投棄撲
滅に係る街頭啓発活動
を実施。

（一社）大分県産業資源循
環協会 日田・玖珠支部

0973-24-7122

12
（広報）市報さいき6月号掲載
（飲食用ビン・カン・ペットボ
トルを出す時のお願い）

佐伯市清掃課 6/1～８/31
市報、HP、ケーブルテレ
ビ文字放送

飲食用ビン・カン・
ペットボトルを出す時
のお願いとしてルール
を守るよう啓発した。

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0034225/index.html

13
（広報）各庁舎等で出る「紙ご
み」について（お願い）

佐伯市清掃課
5/14～8/12（掲載期
間）

各職員
紙ごみの分別について
ルールを守るよう啓発
した。

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984

14 （広報）不法投棄は犯罪です。 佐伯市清掃課 5/28～
市報さいき７月１日号、
HP、文字放送

不法投棄をしないよう
啓発した。

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0033264/index.html

15 （広報）リサイクル紙とる？ 佐伯市清掃課 5/28～
市報さいき７月１日号、
HP、文字放送

紙ごみの分別について
ルールを守るよう啓発
した。

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0034091/index.html

16
（広報）家庭でのマスクや
ティッシュ等の捨て方について

佐伯市清掃課 6/15～8/31 HP、文字放送
新型コロナウィルス対
策の一環として啓発し
た。

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0034260/

17 ３Ｒオトクなお店情報 佐伯市清掃課 6/22～ HP 掲載店舗追加のため 佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0034434/index.html
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18 エコセンター番匠 佐伯市清掃課 6/28～ HP
概要版をリニューアル
した

佐伯市清掃課庶務係 0972-22-3984
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0033304/index.html

19
菌ちゃん野菜土づくり授業出張
講座支援

佐伯市地域振興課（清掃課支
援）

5/27～
鶴岡幼稚園、松浦小学
校、切畑小学校

生ごみを利用した土づ
くり授業を支援

佐伯市ブランド推進課 0972-22-4673

20 エコセンター番匠施設見学 佐伯市清掃課 6/14×2回、6/15
佐伯小学校４年、八幡小
学校４年

エコセンター番匠施設
内見学

佐伯市清掃課施設管理係 0972-22-5650

21 広報うすきによる啓発 臼杵市環境課
7月号、8月号に掲載
の為、原稿作成

市内一円
容器包装リサイクル法
による分別排出方法普
及啓発

環境課、臼杵市清掃セン
ター

0972-65-3700 si-kira@city.usuki.lg.jp

22 清掃センターでの見学会実施
臼杵市福良ヶ丘小学校　4年
生

6月14日 臼杵市清掃センター
分別及びごみ処理の現
状

環境課、臼杵市清掃セン
ター

0972-65-3700 si-kira@city.usuki.lg.jp

23 犬の飼い方について 竹田市 広報竹田市に掲載
犬の飼い方について、
マナーの悪い飼い主へ
向けた広報活動

竹田市環境対策室 0974-63-4821

24 環境カルタの作成
豊後高田市地球温暖化対策地
域協議会

６月４日、21日、
25日、29日
※７月も残りの小学
校で実施

小学校等

市内の全小学校の小学
生を対象に「ごみの減
量・分別」「地球温暖
化対策」の出前授業を
行い、環境カルタの作
成を行った。

豊後高田市環境課 0978-25-6218
https://www.city.bungotakada.oi
ta.jp/page/page_06015.html

25 出前講座 杵築市 6/23 市内保育園(1箇所)
再生・再利用によるご
みの削減について

杵築市市民生活課 0978-62-1807 -

26 ごみ出し・不法投棄について 杵築市 6/1～6/30 -
広報紙にて、ごみの分
別等についての呼びか
け

杵築市市民生活課 0978-62-1807 -

27 湯布院一斉清掃デー 由布市 ６月６日（日） 湯布院町全域
各地区の草刈り及びご
み拾い、側溝清掃

由布市役所　湯布院地域振
興課

0977-84-3111

28 不法投棄撲滅広報活動 豊後大野市 令和3年6月29日 豊後大野市内
広報車で不法投棄の撲
滅を呼びかける。

豊後大野市役所
環境衛生課

0974-22-1001
(内線2304)

29 （広報）生ごみの水きり 宇佐市 通年 -
HP・広報紙での生ごみ
の水きりの呼びかけ

宇佐市生活環境課
リサイクル推進係

0978-27-8133
https://www.city.usa.oita.jp/sou
go/soshiki/11/seikatsukankyo/k
ateigomi/1952.html

30 資源ごみ拠点回収 宇佐市 通年 市内全域
拠点回収ボックスの設
置・回収・周知

宇佐市生活環境課
リサイクル推進係

0978-27-8133

https://www.city.usa.oita.jp/sou
go/soshiki/11/seikatsukankyo/r
ecycle/1971.html、
https://www.city.usa.oita.jp/sou
go/soshiki/11/seikatsukankyo/r
ecycle/1968.html

31 生ごみ処理容器配布 宇佐市
申請：5/10～31
配布：6/14～7/9

市内全域 生ごみ処理容器の配布
宇佐市生活環境課
リサイクル推進係

0978-27-8133 -

32 広報くすでの普及啓発 玖珠町 6月、7月

広報誌による普及啓発
6月号ごみ集積の取組み
7月号キャンドルナイト
の取組み

玖珠町役場住民課 0973-72-1137

33 不法投棄撲滅街頭啓発活動
（一社）大分県産業資源循環
協会　日田・玖珠支部

6月1日 玖珠町新塚脇交差点
不法投棄について、横
断幕やのぼりを持って
ドライバー等へ啓発

玖珠町役場住民課 0973-72-1137

34 環境月間の普及啓発事業
大分県産業資源循環協会別杵
由布国東支部

6/1 九州横断道路交差点付近

朝の通勤時間帯に国道
１０号線沿いにてポイ
捨て禁止等ののぼり旗
を掲げ、協会の会員企
業等と共に啓発活動を
実施。

大分県産業資源循環協会別
杵由布国東支部

0977-73-2727

35
日出町カントリー作戦
（町内一斉清掃活動）

日出町 6/20 町内全域（各自治会）
町内の自治区単位で自
治区内のゴミ拾いを実
施。

日出町生活環境課 0977-73-3128
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36 アースデイ 日出町職員共済会 7/3 糸が浜海浜公園

海開き前の海岸にて、
海岸沿いに漂着したゴ
ミ拾い等の海岸清掃を
実施。

37 不法投棄撲滅・街頭啓発活動
大分県産業資源循環協会、大
分県

6月1日
国道10号九州横断道路入
口交差点

大分県産業資源循環協
会別杵国東由布支部、
市町村、保健所で横断
幕、のぼり旗等を用い
たドライバーへの啓発

東部保健所　衛生課 0977-67-2513

38 環境月間ポスターの掲示 大分県 6月1日～6月30日 東部保健所内

来庁者への啓発のた
め、保健所内で環境月
間のポスターを掲示し
た

東部保健所　衛生課 0977-67-2513

39 長峰小学校環境学習 北部保健所 6月21日 長峰小学校

長峰小学校4年生の児童
を対象にした出前授
業。生活排水が川の汚
れの原因であることを
理解してもらうととも
に、出された食べ物等
はきちんと食べきるこ
とが大事であることを
体感してもらう。

北部保健所 0979-22-2210

40
令和３年度不法投棄撲滅・街頭
啓発活動

一般社団法人大分県産業資源
循環協会県南支部

令和3年6月30日
臼杵津久見警察署前交差
点

８：３０から１時間程
度、街頭にて「不法投
棄撲滅」及び「おおい
たうつくし作戦」の啓
発活動を実施した。

中部保健所 0972-62-9171

41
海ゴミゼロ大作戦!
磯観察もやるよー!

香々地青少年の家 令和3年6月25日
香々地青少年の家
キャンプ場

海岸のゴミ拾い活動
磯の生き物観察
(NPO法人 水辺に遊ぶ会
協力)

香々地青少年の家 0978-54-2096

42 不法投棄撲滅・街頭啓発活動
大分県産業資源循環協会、大
分県

6月1日
国道10号九州横断道路入
口交差点

大分県産業資源循環協
会別杵国東由布支部、
市町村、保健所で横断
幕、のぼり旗等を用い
たドライバーへの啓発

東部保健所　衛生課 0977-67-2513

43 環境月間ポスターの掲示 大分県 6月1日～6月30日 東部保健所内

来庁者への啓発のた
め、保健所内で環境月
間のポスターを掲示し
た

東部保健所　衛生課 0977-67-2513


