
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

政令市別取組内容

　

　　　　　　　　　　●　ウィーク期間及びその周辺において実施する事業

　　　　　　　　　　●　ウィーク期間外において実施する事業

　区分の内容



○ ウィーク期間及びその周辺において実施する事業    ＊網掛け部分は主な連携事業例、以下同じ。（濃いもの：国等の連携・淡いもの：自治体等の連携）

番号 政令市名 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 函館市 G
函館市，函館の街をきれ
いにする市民運動協議会

函館消費者協会，函
館地方検察庁

レジ袋削減およびごみの
ポイ捨て防止キャンペー
ン

5月30日 函館駅付近商店街前
大量廃棄の代表的なレジ袋削減に取り組む他，空き缶やたばこの吸い殻等のポ
イ捨て防止図ることにより，モラル・マナーの向上を目的とする。

2 静岡市 B 静岡市
国、県、各種市民団
体、町内会、子供会

静岡市河川、海岸美化運
動

5月29日
静岡市内の河川及び海
岸線

静岡市内の河川敷スポーツ広場とその周辺並びに静岡市の海岸周辺の空き缶、
タバコの吸殻、紙くず、流出木を収集し美化に努める

3 静岡市 B 静岡市環境保全推進協会
国、県、市、各種市民
団体、町内会、子供
会

静岡市清水区三保真崎
海岸美化運動

6月4日
三保真崎海岸（変更の
可能性あり）

三保真崎海岸（変更の可能性あり）の清掃活動を行い美化に努める

4 浜松市 Ｅ 浜松市 警察、国土交通省
不法投棄防止に係る連絡
会

5月下旬 市内
浜松市内に拠点を置く国交省や森林事務所などの国、県の機関が参加し、不法
投棄防止に向けた検討会を実施する。

5 神戸市 D 近畿地方環境事務所 神戸市
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

6月3日 神戸市内 チラシ配布等による啓発活動を行う

6 姫路市 Ｄ 姫路市
環境省近畿地方環境
事務所

不法投棄撲滅キャンペー
ン

6月3日を予定 姫路駅前
駅前等における啓発グッズ等の配布による廃棄物の不法投棄防止・３Ｒの推進等
の啓発

7 尼崎市 D 近畿地方環境事務所 尼崎市
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

5月30日以降
（予定）

尼崎市内 啓発用うちわグッズの配布等による啓発活動を行う

8 和歌山市 Ｄ 和歌山県 近畿地方環境事務所 環境月間啓発 6月3日 和歌山市内(JR駅前) 啓発グッズ等の配布など（近畿地方環境事務所、和歌山県と合同で実施）

9 宇都宮市 Ｈ 宇都宮市
国，県，県警，関係団
体

不法投棄未然防止連絡
協議会

５月 宇都宮市 国，県，県警，関係団体による不法投棄防止対策等についての意見交換

平成23年度　政令市別取組内容

【政令市別取組内容　内】1/14



番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

10 秋田市 Ａ 秋田市 国土交通省 監視パトロール 5月30日～6月5日 市内
市職員と委託業者、不法投棄監視員および国土交通省東北河川国道事務所職
員とそれぞれ合同パトロールを実施する。

11 松山市 Ａ 松山市

環境省高松事務所、
県中予地方局、県
警、県産業廃棄物協
会、県建設業協会

不法投棄防止合同パト
ロール

6月3日 松山市内
不法投棄防止啓発パレード（市内中心部）
不法投棄多発箇所の清掃・回収活動（市内２箇所）

12 高松市 Ａ 高松市
環境省高松事務所、
県警他

不法投棄者調査パトロー
ル事業（陸上部）

5月30日出発式
5月30日～6月5日

高松市環境業務セン
ター

市内における廃棄物不法投棄防止事業として、県警の協力を得て地元監視パト
ロール隊とともに不法行為者等の特定と適正指導を実施

13 高松市 Ｇ
高松市、環境省高松事務
所他

　 環境展 6月13日～17日
高松市役所1階市民
ホール

市民の環境意識の向上を図るため、環境保全活動の普及啓発に関する環境展を
開催

14 高松市 Ａ
高松市、高松海上保安部
他

海岸線及び島嶼部監視
パトロール事業（海上部）

6月初旬
高松市海岸部及び島嶼
部

高松海上保安部の協力により、巡視艇を使用しての高松市海岸部及び島嶼部等
の海上不法投棄防止パトロールを実施

15 西宮市 Ｄ
環境省近畿地方環境事務
所

西宮市
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

6月2日（予定） ＪＲ西宮駅前
駅前において不法投棄撲滅に関する啓発グッズ（うちわ）を配布し、のぼりを立て
て啓発に努める。

16 盛岡市 B
 
御所湖の清流を守る会 盛岡市，国土交通省

御所湖周辺春期統一清
掃 6月上旬 御所ダム周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

17 盛岡市 A 盛岡市
岩手県，県警，海上
保安部

スカイパトロール 6月上旬 盛岡市内 関係機関と連携し，上空からの監視を行う。

18 岐阜市 Ｅ 岐阜市 県警 担当者会議
（年2回）
6月、11月

市役所
県警及び市の各不法投棄担当者が定期的に会議を行い、意思の疎通と諸問題
の共有化を図る

19 静岡市 Ａ 静岡市
市民、産業廃棄物協
会、県警

不法投棄監視
集中パトロール

5月30日～6月5日 静岡市内

期間中、市民、産業廃棄物協会、警察の協力を得て、静岡市内の集中パトロール
を行う。
５月３０日に、本市主催、市民、産業廃棄物協会、警察の４者出席で、パトロール
出発式を行い、本件取り組みについての機運を高めるとともに、出発式の広報等
を行い、啓発活動を併せて推進する

20 浜松市 G 浜松市、産廃協会 県警
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

5月30日 調整中 交通量のある路上において、幟旗等を掲げての広報啓発活動
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

21 和歌山市 Ａ 和歌山市 関係機関 不法投棄パトロール 5月23日 和歌山市内
一般廃棄物及び産業廃棄物を不法投棄させないため、両担当部署による合同の
パトロールを行う。

22 秋田市 Ａ 秋田市 大仙市 監視パトロール ５月３０日～６月５日 市境に跨がる道路沿線
隣接市である大仙市と市境の合同パトロールを実施するとともに情報交換を行
う。

23 郡山市 Ａ 郡山市 県警 検問事業 6月 主要国道ニ箇所 産業廃棄物収集運搬車両の該当検問事業

24 大分市 H 大分市 関係機関
大分市廃棄物不法処理
防止連絡協議会

６月下旬 本庁舎
不法投棄防止対策の強化や関係機関（県土木事務所、県警、産業廃棄物処理業
協会等）との連携を図る為、活動報告や事例検討等、情報交換を実施する。

25 福山市 Ａ 福山市 福山東警察署 不法投棄監視パトロール 6月3日 福山市東部地域
不法投棄の未然防止と市民啓発を目的として，福山市環境部と広島県警福山東
警察署が協力し，不法投棄多発地帯を中心にパトロールを実施する。

26 高松市 Ａ 高松市、香川県警他
空中監視パトロール事業
（空中部）

6月初旬 高松市全域
香川県警察航空隊他の協力により、ヘリコプターを使用しての高松市内全域にお
ける空中パトロールを実施

27 奈良市 ＡＧ 奈良県、奈良市 民間
環境パトロール及び環境
の日街頭キャンペーン

6月1日 県内
６月の「環境月間」の啓発事業の一環として、県、市町村、警察、奈良県環境
フォーラム、ＮＰＯ法人奈良ストップ温暖化の会などの関係者が一体となって「環
境パトロール」及び「環境の日街頭キャンペーン」を実施する。

28 盛岡市 B
綱取ダムの環境と清流を
守る会

盛岡市，岩手県 春の一斉清掃 5月下旬 綱取ダム周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

29 旭川市 Ａ 旭川市
不法投棄等防止休日パト
ロール

6月4日 市内全域
廃棄物の不法投棄や野外焼却、排出事業者及び処理業者の不適正保管のパト
ロールを実施し、廃棄物による環境破壊を防止するとともに適正処理を確保す
る。

30 札幌市 Ｈ
クリーンさっぽろ衛生推進
協議会

札幌市
ごみゼロの日キャンペー
ン

5月30日
市内各区の地下鉄駅周
辺及び繁華街等

札幌市及び市内10区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会がポイ捨て防止等を呼
び掛ける街頭キャンペーンを実施する

31 札幌市 H 札幌市
不法投棄ボランティア監
視員募集

6月
不法投棄ボランティア監視員の少ない区を中心に、広報誌に監視員募集の記事
を掲載し、広く募集を行う。
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

32 札幌市 Ａ 札幌市
ヘリコプター監視パトロー
ル

6月3日 市内監視重点箇所
上空からの監視により違法行為の発見、疑いのある箇所を探し、前回の監視との
比較を行う

33 札幌市 Ｈ 札幌市
ポイ捨て等防止条例街頭
啓発

5月27日 駅前通周辺
札幌市ポイ捨て等防止条例の周知のため、駅前通にてポケットティッシュの配布
を行う。

34 函館市 A 函館市 　
函館市東部4支所管内不
法投棄監視パトロール・ク
リーンアップ事業

平成23年5月16日～
平成23年7月31日

函館市東部4支所管内
北海道グリーンニューディール基金事業補助金を利用し，東部4支所管内におけ
る不法投棄の実態調査と不法投棄物の処理を行うとともに，監視パトロールを強
化することにより，不法投棄の防止対策を講じる。

35 千葉市 B 千葉市 市民 ごみゼロクリーンデー 5月29日 各区役所６ヶ所
市民等の参加により、各区役所周辺の道路や植え込み等にあるごみ、空き缶など
を収集する

36 千葉市 Ａ 千葉市 スカイパトロール 6月 市内全域
産業廃棄物の不法投棄等、不適正処理が懸念される場所についてヘリコプターに
より上空から監視を行い、不法投棄対策等を推進する

37 千葉市 A 千葉市 夜間及び休日パトロール 5月29日～6月30日 市内全域
夜間及び休日の監視パトロールの回数を増やし、不法投棄の多い場所を重点的
にパトロールを行う

38 千葉市 B 自治会 ごみゼロクリーンデー 5月29日～6月30日 市内一円 自治会で期間内に道路や植え込み等にあるごみ、空き缶などを収集する

39 横浜市 D 横浜市 横断幕掲示 当該ウィーク期間中 １８区庁舎 本市作成の横断幕を掲示

40 川崎市 Ａ
川崎市環境局廃棄物指導
課

不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日
川崎市内の不法投棄重
点監視場所（巡回）

不法投棄担当職員による不法投棄常習箇所の監視パトロール

41 川崎市 D 環境局
不法投棄防止キャンペー
ン

5月30日～6月5日 JR川崎駅改札前
JR川崎駅改札前に設置している「河川情報掲示板」を活用し、不法投棄防止に係
る広報を期間中ループで放映する。

42 横須賀市 BD 横須賀市
クリーンよこすか市民
の会

ごみゼロ啓発キャンペー
ン

5月30日
横須賀中央駅周辺路上
禁煙地区

「ごみゼロの日」（５月３０日)にポイ捨て防止・路上禁煙徹底の啓発キャンペーンを
実施し、さらなる環境美化の推進を図る。
（１）啓発ちらし入りティッシュの配布
（２）巡回しながらの呼びかけ及びポイ捨てごみの回収
（３）横断幕、のぼり旗掲出による啓発

【政令市別取組内容　内】4/14



番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

43 横須賀市 Ｄ 横須賀市 不法投棄ポスターの掲示 5月10日～5月23日 市内各所掲示板
市内各所に設置してある広報掲示板に２週間、不法投棄防止を訴えるポスターを
掲示する。

44 横須賀市 Ａ 横須賀市 夜間パトロール 5月30日～6月5日 市内
不法投棄重点監視地域を不法投棄監視ウィーク期間内のいずれか１日に夜間パ
トロールを行う。

45 新潟市 B
亀田郷地域用水対策協議
会他

住民、行政、土地改
良区

亀田郷一斉清掃 6月6日
亀田郷土地改良区内の
高速道路沿線など

平成15年度から亀田郷地域（約1万1千ｈａ）の住民、行政、土地改良区が一体とな
り、健全な水環境の確保と地域の水辺環境保全に向けた取り組みの一環として、
高速道路沿線や農道などの一斉清掃を実施している。（【参考】22年度実績：参加
人数1,163名、回収量は一般ごみ4,990kg、廃タイヤ260本、廃家電類115点。）

46 新潟市 Ａ 新潟市 区役所 監視パトロール活動 5月30日～6月5日 市全域
通常行っている監視パトロールを強化し、区役所とも連携を図り、不法投棄の多い
場所を重点的にパトロールを行う。

47 新潟市 B 新潟市（江南区） 自治会等 一斉クリーン作戦 5月9日 江南区、亀田地区
環境美化意識の啓発を図るため、自治会、各種団体等に協力を依頼し、亀田地
区全域を対象に一斉清掃を実施する。（【参考】22年度実績：参加人員約3,618人、
回収したごみ量約1,640㎏）

48 金沢市 Ａ 金沢市 　
不法投棄撲滅
街宣パトロール

5月31日～6月30日 市内全域 市巡視車両7台により、市内走行時に啓発テープを放送する。

49 金沢市 Ｇ 金沢市 学生ボランティア
不法投棄撲滅
街頭キャンペーン

5月30日 市内中心部
市内中心部において学生ボランティアと共に啓発物品（ケナフ入りポケットティッ
シュ、うちわ）を配布し、不法特撲滅を呼びかける。

50 岐阜市 Ｂ 岐阜市 自治会、各種団体
５３０（ごみゼロ）・クリーン
シティぎふの日運動

5月30日前後、
11月第3日曜日

市内 環境美化の日として、年２回市内で一斉清掃活動を行う

51 岐阜市 Ｂ 岐阜市 職員 職員による美化活動 5月30日 中心市街地 職員により、駅周辺や中心市街地の一斉清掃活動を実施
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

52 岐阜市 Ａ 岐阜市
職員、民間警備会社
等

不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内 不法投棄多発箇所をリストアップし、重点的にパトロールを実施する

53 岐阜市 Ｆ 岐阜市
不法投棄監視モニ
ター

不法投棄監視モニター委
嘱式及び研修会

5月27日 市役所
不法投棄等の情報収集等のため、市民に不法投棄監視モニターを委嘱するととも
に研修会を実施する

54 静岡市 D 静岡市 市広報誌掲載 5月15日
市広報誌「広報しずおか静岡気分5月15日号」上で、本ウィークを広報するととも
に、不法投棄防止の啓発記事を掲載する

55 静岡市 B 静岡市
市民、産業廃棄物協
会

不法投棄物回収事業 5月30日～6月5日 静岡市内
期間中に、市民、産業廃棄物協会の協力を得て、静岡市内の不法投棄多発地点
の回収を行う

56 浜松市 B 浜松市 地域住民 ウェルカメクリーン作戦 5月10日 遠州灘海岸 浜松市、地域住民が実施する遠州灘海岸の一斉清掃

57 浜松市 B 浜松市 ごみゼロデー 5月31日 浜松市内 草刈、側溝清掃等自治会独自の活動

58 浜松市 G 浜松市
不法投棄防止広報紙の
配布

6月中（調整中） 調整中
市庁舎及び区庁舎の出入口において、来庁者に対し、不法投棄防止広報紙を配
布する。

59 浜松市 B 浜松市 地域住民 浜名湖クリーン作戦 6月7日 浜名湖沿岸 浜松市、地域住民が実施する浜名湖沿岸の一斉清掃

60 浜松市 Ａ 浜松市 不法投棄防止パトロール 6月5日 浜松市域 浜松市全域で監視パトロールの実施

61 名古屋市 AG
（社）愛知県産業廃棄物協
会

パトロール 6月 市内 マイクロバスの市内巡回による広報
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62 名古屋市 ＡＤ 名古屋市 不法投棄防止強調月間 5月1日～5月31日 市内

不法投棄防止パトロール通常月2回の時間外パトロールを毎週実施する。隣接市
町村のある環境事業所にあっては、市境界における不法投棄場所を重点的にパ
トロールする。不法投棄要注意場所の解消 ①投棄物の調査②投棄者の特定及
び指導③不法投棄物の撤去④撤去後の再発防止対策⑤チラシ配布などの啓発
を特に強化して実施する

63 京都市 B
「世界の京都・まちの美化
市民総行動」実行委員会

～安心で、気持ち良く暮
らせる美しい都市～「京
都・まち美化大作戦」

6月5日
京都市中京区四条河原
町界わい他

市民，事業者，行政との協働により，門掃き，ゴミのポイ捨て禁止等の呼び掛け，
不法投棄，放置自転車，違法駐車，違法広告物等のまちの美観を損なうものの一
掃に向けた美化活動を実施

64 京都市 B
京都市まちの美化推進事
業団

油小路北部区域美化，啓
発活動

6月7日
京都市南区鉾立公園周
辺

定例清掃活動，「環境月間」啓発活動

65 京都市 B
山科区自治連合会連絡協
議会

山科区２万人まち美化大
作戦

6月5日 京都市山科区一帯 地域を挙げての一斉清掃

66 大阪市 Ａ 大阪市
不法投棄常習場所パト
ロール強化週間

5月30日～6月5日
大阪市内の不法投棄常
習場所

不法投棄常習場所における巡視パトロールを強化し、早期発見、早期処理を行
う。また、不法投棄防止看板を設置するなど、不法投棄の防止に努める

67 大阪市 B
大阪市地域女性団体協議
会

大阪市
「ごみゼロの日」の啓発・
清掃活動

5月29日　　5月31日 梅田、難波、天王寺
5月30日を「ごみゼロの日」と銘打ち、大阪市内の主要ターミナル（梅田、難波、天
王寺）において、ポイ捨て防止の啓発及び清掃活動を市民団体と協働し、実施す
る。（1地区約80名参加、合計約240名参加）

68 堺市 B 堺市 美化推進の日
6月12日（毎月10日
前後に実施）

市役所周辺道路 本庁職員による、道路上の違法広告物の撤去及び道路の美化清掃活動を行う

69 神戸市 Ａ 神戸市 　 休日パトロール 6月25日（予定） 神戸市西区
不法投棄多発地域である神戸市西区内で休日パトロールを実施し、不法投棄の
未然防止の啓発を行う

70 神戸市 Ａ 神戸市 夜間パトロール
6月1日～6月5日の間で1
～2日

神戸市中央区
市中心部の繁華街における夜間パトロールを行い、事業系ごみの排出ルールの
周知徹底を図る

71 神戸市 B 六甲山上事業者 神戸市等 クリーンハイキング 6月5日 六甲山周辺 六甲山をハイキングしながら参加者（市民）による清掃活動を実施する

72 神戸市 D 六甲摩耶観光推進協議会 神戸市等
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

6月5日 六甲山
六甲山で開催される夏山開きイベント（グルーム祭）において、チラシ配布等によ
る啓発活動を行う
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73 姫路市 G 姫路市
環境月間美化キャンペー
ン

6月 市内
公共施設等への美化啓発ポスター掲示・啓発チラシ配布、市庁舎への美化啓発用横断幕設置、
重点環境美化推進区域（市条例により指定）を中心としたパトロール等による啓発

74 和歌山市 Ａ 和歌山市
建設リサイクル法に関す
る全国一斉パトロール

5月23日～5月27日 和歌山市内 建設リサイクル法の届出事業場（解体現場等）の巡回パトロールを行う。

75 和歌山市 Ｄ 和歌山市 親子生き物観察教室 6月4日 和歌山マリーナ 啓発グッズの配布を行い、不法投棄撲滅などの啓発を行う.

76 広島市 B

きれいなひろしま・まちづく
り市民会議(広島市公衆衛
生推進協議会、広島市地
域活動連絡協議会、広島
市環境局など計32団体で
構成)

32団体
散乱ごみ追放キャンペー
ン「ごみゼロ・クリーン
ウォーク」

6月5日予定

市内12ヶ所の出発地点
から20ｺｰｽに分かれ
て、最終到着地点(1ヶ
所)まで散乱ごみを収集
して歩く

「自分たちのまちは、自分たちできれいにする」「ぽい捨て等をしてはいけない」と
いう自覚と認識を高め、社会的なルールとしての定着を図るとともに、市民や企業
等による環境美化への自主的、直接的な取組を推進するため、各種団体や企業
等に広く参加を呼びかけ、市民、事業者、行政が一体となって散乱ごみの追放
キャンペーンを実施する。

77 広島市 D 広島市 ポスター掲示 4月～6月 市役所、区役所等 不法投棄防止ポスターの掲示

78 下関市 Ｂ 下関市 自治会
しものせき美化美化（ぴ
かぴか）作戦

6月5日
唐戸地区から下関駅の
間

市民が参加して、国道沿線の空き缶やごみ拾い等の一斉清掃活動を実施

79 北九州市 B 北九州市
市民、ボランティア団
体

“クリーン北九州”まち美
化キャンペーン

5月29日、5月29日、
6月5日、5月29日、5
月8日、6月5日、5月
30日

(門司区）高田公園～JR
門司駅、(小倉北区）勝
山公園～JR小倉駅・JR
西小倉駅、(小倉南区)
サンリブシティ小倉周
辺、(若松区)岩屋海岸、
（八幡東区）皿倉山、
（八幡西区）金山川上流
～下流及びその周辺、
（戸畑区）夜宮公園

市民、ボランティア団体に呼びかけ、人の集まる駅前や観光地等を中心に市内一
円で清掃活動を行い、まち美化啓発を実施

80 北九州市 Ａ 北九州市 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日
市内（不法投棄の多い
場所）

ごみ不法投棄監視ウィークにパトロールを強化する

81 福岡市 B
ラブアース・クリーンアップ
福岡地区実行委員会

市民、ボランティア団
体，企業

ラブアース・クリーンアッ
プ2011

６月１２日（日）
市内の海岸、河川、公
園等

市民，企業，行政が協力し，海岸や河川などの一斉清掃を行う地域環境美化活
動。
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82 福岡市 D 福岡市 啓発事業 5月30日～6月5日 市内（市庁舎等）
「全国ごみ不法投棄監視ウィ－ク」横断幕の本庁舎、各区役所庁舎への懸垂、市
政だより等による普及啓発事業を実施する

83 福岡市 Ａ 福岡市 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 市内不法投棄常習地 不法投棄常習地における昼夜の監視パトロールを強化する。

84 大牟田市 H 大牟田市 不法投棄防止活動 5月30日～6月3日 市内一円 監視パトロール車による、不法投棄防止を呼び掛けるマイク情宣活動

85 大牟田市 B
大牟田市、大牟田市ごみ
散乱防止協議会

市内の企業、団体等
さわやかおおむたクリー
ンキャンペーン

6月5日 大牟田市笹林公園 会場周辺地域のごみ拾い、清掃美化活動

86 佐世保市 B
佐世保市
佐世保市保健環境連合会

町内会等
市民大清掃及び空き缶回
収ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

6月5日（6月5日に実
施できなかった町内
は6月末までに実施）

市内一円
ボランティア団体及び市職員等による国道沿線等の空き缶、ゴミの回収
市内町内会等による道路、河川、公園等の一斉清掃

87 鹿児島市 A
(社)鹿児島県産業廃棄物
協会鹿児島支部

鹿児島市
安全管理・環境改善パト
ロール

6月中旬（期間外で
は１１月初旬、２月中
旬の計年３回実施）

鹿児島市内一円
産業廃棄物の不適正処理防止を目的として、協会役員、市職員合同で市内一円
の不法投棄監視パトロール、産業廃棄物処理施設の立入調査、家屋解体現場の
立入調査等を実施する。

88 鹿児島市  Ｂ 鹿児島市 市民団体
まち美化活動支援事業の
なかの５３０クリーン作戦

「ごみ減量・リサイク
ル推進週間」の前後

市内一円
市民団体のボランティア清掃ごみを、市が収集運搬することにより、自発的なまち
美化活動を促進し、ごみ問題及びまち美化に対する啓発を図る

89 岡山市 A 岡山市 休日監視パトロール 未定 市内 閉庁日に不法投棄を重点に監視活動を行う。

90 岡山市 A 岡山市 上空監視 5月31日 市内 ヘリコプターによる上空監視。

91 宇都宮市 G
宇都宮市不法投棄未然防
止連絡協議会

市民，事業者，行政
全国ごみ不法投棄監視
ウィーク

5月30日～6月5日 市内
市内数ヶ所で全国ごみ不法投棄監視ウィークののぼり旗を掲出して，啓発用
ティッシュを通行人に配布し，不法投棄未然防止の啓発活動を行う。また，市役所
庁舎内で，パネル展示等による啓発活動を行う。

92 富山市 Ａ 富山市 監視ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動 5月30日～6月5日 市内一円 市職員による市内の監視パトロールの実施
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93 秋田市 ＤＧ 秋田市 監視・啓発 5月30日～6月5日 市内 広報誌による啓発やポスターの掲示、のぼり旗を設置する。

94 秋田市 Ｅ 秋田市
不法投棄未然防止対策
連絡会

5月30日～6月5日 環境部 国、県関係の土地管理者と不法投棄についての課題や情報交換を行う。

95 郡山市 Ｂ 自治会・郡山市 クリーン作戦 6月5日 市内全域 町内会を中心にして地域の不法投棄廃棄物等の回収

96 大分市 D 大分市 普及啓発活動 ウィーク期間内 本庁舎、市内各支所 ポスターの掲示による啓発活動

97 松山市 Ｄ 松山市
不法投棄防止啓発キャン
ペーン

6月中 県内中予地域対象
不法投棄防止啓発キャンペーンのCMを、地元民放4社、地元ラジオ局２社で放送
する
また地元新聞社にも広告を掲載する

98 豊田市 D 豊田市 「環境の日」啓発 6月5日
名鉄豊田市駅前 情報
表示装置(電光掲示板)

６／５の「環境の日」を市民に啓発する

99 豊田市 D 豊田市 「ごみゼロの日」啓発 5月30日
名鉄豊田市駅前 情報
表示装置(電光掲示板)

５／３０の「ごみゼロの日」を市民に啓発する

100 豊田市 Ａ 豊田市 スカイパトロール 6月中 市内全域 愛知県警の協力によるヘリコプターからの不適正現場等の監視

101 高知市 A 高知市 不法投棄等パトロール ウィーク期間中 高知市全域
廃棄物の適正な処理，生活環境の保全，環境美化の促進を図るため，パトロール
員等による市内巡回を実施し，不法投棄防止･抑制及び早期発見に努めるもの。

102 高知市 A 高知市 不法投棄等パトロール ウィーク期間中 高知市全域
廃棄物の適正な処理，生活環境の保全，環境美化の促進を図るため，パトロール
員等による市内巡回を実施し，不法投棄防止･抑制及び早期発見に努めるもの。

103 宮崎市 B 宮崎市 市自治会連合会 一斉清掃 6月12日 市内全域
地域の環境美化を目的として６月第２日曜日を「環境美化の日」と定め、公共の場
所や不法投棄地帯などの清掃を実施。

104 長野市 Ｂ
グリーン長野運動推進本
部

22年度ごみゼロ運動 5月30日 市内全域
5月30日を「ごみゼロの日」と銘打ち、市内全域において、ポイ捨て防止の啓発及
び一斉清掃活動を実施する。（継続）
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105 長野市 Ｂ 信濃川を守る協議会 長野市 河川一斉パトロール 5月19日
市内及び市周辺部主要
河川

河川浄化を目的に不法投棄廃棄物の回収等を実施（継続）

106 長野市 A 長野県 長野市 スカイパトロール 5月13日 長野市上空 県のヘリコプターにより上空から不法投棄等の監視活動を行う(継続)

107 豊橋市 Ａ 豊橋市
不法投棄監視強化パト
ロール

5月30日～6月5日 市内全域
全国ごみ不法投棄監視ウィークにあわせて、本市職員による不法投棄多発場所
を中心とした監視パトロールを実施する

108 高松市 Ｄ 高松市 広報高松に掲載 6月1日 高松市全域 ６月号にて環境月間、全国ごみ不法投棄監視ウィークの取組みの掲載など

109 高松市 Ａ 高松市
特定事業場等への立入
検査

6月1日～6月30日 高松市全域 特定事業場等への監視を強化するため、立入検査を実施

110 相模原市 Ｇ 相模原市
相模原市美化運動推
進協議会

ごみゼロ啓発キャンペー
ン

（5月28日～6月4日）
5月27日～6月3日

市役所本庁舎
相模原駅前
相模大野駅前
橋本駅前

「ごみゼロの日」「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」の横断幕による啓発

111 相模原市 Ｂ
相模原市
相模原市美化運動推進協
議会

自治会 市民地域清掃 5月30日 市内全域
地域の道路沿いや広場などの汚れの目立つ場所と日頃利用しているごみ集積所
等を地域で協力して清掃する。

112 西宮市 Ｂ 西宮市 クリーン大作戦 6月5日 市域全域 市及び地域住民等による市内一斉清掃

113 西宮市 Ａ 西宮市 不法投棄防止協議会 6月3日 市内全域 各関係機関による活動報告、防止対策の協議及び一斉パトロール

114 倉敷市 Ｂ
瀬戸内・海の路ネットワー
ク推進協議会

倉敷市、地元町内
会、地元中学校

第19回リフレッシュ瀬戸
内海岸清掃

2011/6/19（予定） 沙美海岸 市民が参加して海岸の一斉清掃を実施。

115 さいたま市 Ａ さいたま市 不法投棄撲滅大作戦 5月30日～6月5日 市内全域 職員によるさいたま市内の不法投棄監視パトロールを実施する。

116 川越市 Ｂ 川越市 自治会
クリーン川越市民運動（ご
みゼロ運動）

5月30日
（期間外の10月も予
定）

市内全域 ポイ捨てごみを中心に清掃活動を行う

117 船橋市 Ｇ 船橋市 環境フェア 毎年6月第2土曜日 船橋市中央公民館
環境活動を行っているＮＰＯや各種団体、自治体による活動概要の紹介やパネル
展示など
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118 岡崎市 Ｄ 岡崎市 横断幕による啓発 5月中旬～6月中旬 支所 横断幕で広く市民へ環境美化について啓発する

119 岡崎市 Ｄ 岡崎市
キャンペーン胸章による
啓発

5月21日～5月30日 岡崎市全職員 全職員の名札にキャンペーン用の胸章をとり付け環境美化を広く市民へ啓発する

120 岡崎市 Ｂ 岡崎市
県道岡崎環状線ボラン
ティア清掃

6月26日
県道岡崎環状線と国道
248号の沿線23学区

岡崎市を南北に通る県道岡崎環状線及び国道248号の全域線（約28km）をそれぞ
れの地域で一斉清掃を行い環境美化活動と啓発を行う

121 岡崎市 Ｄ 岡崎市 広報誌による啓発 6月上旬 岡崎市内全戸 岡崎市の広報誌「市政だより」で環境美化の啓発を行う

122 岡崎市 Ａ 岡崎市 不法投棄夜間パトロール 5月下旬～6月下旬 岡崎市内山間部
青色回転灯を装備した公用車で市内山間部を夜間にかけてパトロールする（年間
を通じて実施している）

123 高槻市 B 高槻市
自治会、ボランティア
団体

環境美化推進デー 5月 高槻市内 駅周辺を市民ボランティアとともに清掃

124 高槻市 CG 高槻市 ボランティア団体 環境フェア 6月 高槻市内 パネル展示や中古品のガレージセールなどで環境に関する啓発

125 高槻市 A 高槻市
建設リサイクル全国一斉
合同パトロール

5月 高槻市内 建設部局とともに市内の新築・解体現場に立入調査

126 青森市 Ｇ 青森市
パネル展示（ごみ分別、３
R推進）

5月30日 青森市文化会館 会場においてパネルを展示して、リサイクル意識の高揚を図る。

127 盛岡市 B JT盛岡支店 盛岡市
岩手県主要都市清掃活
動

6月上旬 盛岡城跡公園周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

128 盛岡市 B
あすを築く盛岡市民運動
実践協議会

盛岡市
市内メインストリート一斉
清掃

6月上旬 盛岡市大通り周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

129 盛岡市 B 盛岡市 環境部ボランティア清掃 6月 盛岡市若園町周辺
盛岡市環境部職員が中心となり，ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発
を行う。

130 盛岡市 B 盛岡市
職員によるごみゼロ実践
活動

5月下旬
市役所庁舎，総合支
所，分庁舎周辺

市民に対し不法投棄及びポイ捨て禁止の呼びかけを行うとともに職員が率先して
清掃活動を実施し，環境美化の高揚を図る。
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

131 盛岡市 A 盛岡市 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 盛岡市内
ごみ不法投棄監視ウィークに合わせ，不法投棄常習地帯のパトロールを強化す
る。

132 柏市 Ｂ 柏市 市民
ごみゼロ運動キャンペー
ン

5月29日 柏市内
市民，ボランティア団体等の参加による市内の美化清掃活動(中核市以前から実
施)

133 久留米市 E 久留米市 環境フェア 6月5日（第1日曜日） 久留米市内百年公園
世界環境デー（6月5日）にちなみ6月を環境月間として、6月第1日曜日に環境フェ
アを開催し、市民が環境問題への関心を高めるための契機とする。

134 久留米市 A 久留米市 不法投棄監視パトロール 5月30日～6月5日 久留米市内 「全国ごみ不法投棄ウィーク」にあわせ不法投棄監視パトロールを強化する。

135 久留米市 B
久留米市ふれあい都市推
進協議会

都心部道路美化キャン
ペーン

6月5日（第1日曜日） 久留米市内
都心部の主要幹線道路の清掃活動をつうじて、環境美化に対する市民意識啓発
を行う。

136 前橋市 Ｄ 前橋市 ＨＰでの広報活動 平成23年5月下旬 本市ＨＰ ＨＰによる広報活動を実施し、不法投棄の未然防止の啓発を行う。

137 前橋市 A 前橋市 早朝監視パトロール ６月上旬
前橋市内(北部を中心に
行う)

不法投棄のおそれがある市北部について早朝パトロールを実施し、不法投棄の
未然防止の監視を行う。また、常時不在の不適正保管者との接触を図り指導を進
める。

138 大津市 E 大津市 自治会
ごみ減量と資源再利用推
進会議総会

5月31日
大津市生涯学習セン
ター

ごみ減量と資源再利用推進会議総会の受付時に不法投棄防止啓発を実施

139 大津市 A 大津市 スカイパトロール ６月中旬 全市域
県警察の協力によるスカイパトロールで、大規模な土砂の埋立てや不法投棄箇所
のの航空写真撮影。

140 大津市 A 大津市 自治会
不法投棄監視員によるパ
トロール

５月３０日～６月５日 重点地域１５地域
市が指定する重点地域（１５地域）の住民から選出された指導員を委嘱し、地域パ
トロールを実施

141 大津市 D
ごみ減量と資源再利用推
進会議

大津市 同会議総会 5月31日
大津市生涯学習セン
ター

ごみ減量と資源再利用推進会議総会にて不法投棄防止ウチワ等の啓発配布

142 高崎市 Ａ 高崎市 群馬県警 スカイパトロール 5月16日 高崎市 ヘリによる監視パトロール

143 高崎市 C 高崎市 粗大ごみリユース事業 ６月１１～１２日 リユースセンター 収集した粗大ごみのうち再利用可能なものを展示し、無償で希望者へ引き渡す。
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

144 高崎市 C 高崎市
廃タイヤ・廃バッテリー回
収事業

6月12日 市内２箇所 家庭にある廃タイヤ・廃バッテリーの有料回収
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番号 政令市名 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 岡山市 Ｈ
国、県、岡山市、事業
者

市民団体等
岡山市不法投棄防止
対策連絡協議会

未定 会議
不法投棄の防止のため、指導啓発活動、監視活動、情報収集及び情報交換等を実施
する

2 豊田市 A 豊田市 警察、国、県
豊田市不法投棄対策
連絡会

年間 市内全域 警察、国、県、市の関係機関で連絡会を組織し、不法投棄防止の連携を図る

3 盛岡市 B
綱取ダムの環境と清
流を守る会

盛岡市，国土交通省 秋の一清掃 9月中 綱取ダム周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

4 盛岡市 B
御所湖の清流を守る
会

盛岡市，国土交通省
御所湖周辺秋期統一
清掃

10月中 御所ダム周辺 ごみ拾い等の清掃活動とポイ捨て禁止の啓発を行う。

5 金沢市 Ｆ 金沢市
警察、関連業界、建設業
界、運送業界　他

金沢市不法投棄ネットワー
ク会議

１１月中旬予定 会議 不法投棄の防止のため、指導啓発活動、情報収集及び情報交換等を実施する。

6 岐阜市 ＡＤ 岐阜市 県警、監視モニター等 不法投棄防止週間
9月24日～10月1
日

市内 環境衛生週間を不法投棄防止週間と位置づけ、不法投棄防止に向けた諸活動を行う

7 浜松市 D 浜松市 警察等
不法投棄防止広報紙
の配布

通年 浜松市内
不法投棄防止のため、広報啓発活動の一環として、関係団体等と連携し、不法投棄防
止ポスター・広報紙を作成し、住民に配布したり、関連機関等へ掲示する。

8 大分市 A 大分市 関係機関
不法投棄防止パトロー
ル

１１月 市内
市、県土木事務所、県警、環境保全協議会、産業廃棄物処理業協会、自治会等と市
内の不法投棄のパトロール及び撤去作業を実施する。

9 豊橋市 Ａ 豊橋市 愛知県警
不法投棄監視スカイ
パトロール

1月下旬 市内全域
愛知県警のヘリコプターにより、上空からのパトロール及び不適正処理現場を監視監
視する。

10 奈良市 Ｈ 奈良県、奈良市
所轄警察署、実施場所
市町村

産業廃棄物運搬車両
の路上検問他

通年 都道府県境道路上
産業廃棄物の不適正処理を未然防止他のため、奈良県と合同で産業廃棄物運搬車
両の路上検問を実施する。

○ ウィーク期間外において実施する事業            ＊網掛け部分は主な連携事業例、以下同じ。（濃いもの：国等の連携・淡いもの：自治体等の連携）

平成23年度　政令市別取組内容
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番号 政令市名 区分 実施主体 協力主体 事業名 実施期日等 場所 事業概要

11 岡崎市 A 岡崎市 愛知県警、岡崎警察署
不法投棄監視スカイ
パトロール

未定 管轄区域内
愛知県警のヘリコプターにより、上空からのパトロール及び不適正処理現場等を確認
する。

12 盛岡市 B JT盛岡支店 盛岡市，岩手県 秋の一斉清掃 10月上 盛岡市内 ごみ拾い等の市民参加型の環境美化活動

13 盛岡市 B JT盛岡支店 盛岡市，岩手県 春の清掃 4月中 盛岡市内 ごみ拾い等の市民参加型の環境美化活動

14 盛岡市 A 盛岡市 警察，町内会等
不法投棄監視合同パ
トロール

7月中 盛岡市内 盛岡市関係各課，監視員，警察等の関係団体と連携し合同パトロールを実施。

15 久留米市 AD 久留米市
久留米市近隣12市町
村

不法投棄防止強化月
間

9月18日～10月17
日

久留米市内（当該
自治体の管轄区
域）

久留米広域市町村不法投棄防止対策連絡協議会を設置し、不法投棄に関する連携を
図るとともに、強化月間を定め強化パトロールの実施及びポスター・広報誌等による啓
発を実施している。

16 前橋市 Ａ 前橋市 群馬県警 スカイパトロール 未定(調整中） 前橋市 ヘリによる監視パトロール（調整中）

17 函館市 A 函館市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内全域 市内の不法投棄多発箇所を中心に道路・河川・山林等のパトロールを実施

18 横浜市 A 横浜市 パトロール
①通年（延べ881
日）
②通年

①不法投棄多発場
所
②市内全域

①業務委託による夜間監視パトロール
②市職員による産業廃棄物の不適正保管等への監視パトロール

19 横須賀市 A 横須賀市
ごみ集積所及び不法
投棄重点監視地域夜
間監視等業務

平成23年7月1日
～24年3月31日

排出状況の悪いご
み集積所及び不法
投棄重点監視地域

廃棄物の適正排出を図るため、ルール違反のごみや前夜に排出される等のごみの排
出を防止するとともに不法投棄重点監視地域の監視等を行い、不法投棄を防止する。
また、駅の周辺市街地における環境美化を図る。

20 横須賀市 Ｇ 横須賀市
ごみ不法投棄防止啓
発パネル展

9月～11月
市役所本庁舎展示
コーナー他

本庁舎展示コーナーほか各行政センターにおいて、不法投棄は悪質な犯罪であること
や、それに対する本市の取り組み及び市民等に不法投棄の発生を予防する環境作り
等を促すパネルを展示する。

21 新潟市 B コミュニティ協議会 自治会等 クリーン作戦 8月1日
西蒲区、巻・潟東
地区

環境美化の向上を目的に、地域住民に参加を呼びかけ、巻地区全域を対象に一斉清
掃を実施する。（【参考】22年度実績：参加人員約7,000人回収したごみ量3,580㎏）

【政令市別取組内容　外】2/14
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22 新潟市 B
各地区青少年育成協
議会等

海岸一斉清掃 7月18日
北区、東区、中央
区、西区の海岸

毎年7月の「海の日」の祝日に、旧新潟市地域の海岸16会場で各地区の青少年育成
協議会等の主催で、広く地域住民の参加を呼びかけ、海岸一斉清掃を実施する。（【参
考】22年度実績：参加人員約4,774名回収したごみ量18.41ｔ）

23 新潟市 G 市民団体等 市民等
ポイ捨てやめようキャ
ンペーン

9月24日
中央区の万代周辺
及び古町周辺

中央区の新潟駅から柾谷小路、日本銀行前にかけて歩道の一斉清掃を実施するとと
もに、ごみのポイ捨て禁止を呼びかけ、プラカードやのぼりを掲げて行進を実施する。

24 新潟市 C 新潟市
廃食天ぷら油の市民
回収

通年
（月1回）

区役所等の市施設
家庭から排出される「廃天ぷら油」を回収し、自動車燃料として再生し、公用車に使用
することにより、地球温暖化対策、地域エネルギーの創出、家庭ごみのリサイクルの
推進を図ることを目的に実施する。

25 新潟市 B
新津地区青少年育成
協議会

自治会 一斉クリーン作戦 4月18日 秋葉区、新津地区
地域の環境美化や親子、地域の人々との親睦、健全な青少年の育成を目的に新津地
区の自治会ごとに一斉クリーン作戦を実施する。（【参考】22年度実績：参加人員約
9,064人回収したごみ量14.29ｔ）

26 金沢市 Ａ 金沢市 　
金沢市不法投棄防止強化
月間
街宣パトロール

１１月１日～３０日 市内全域 市巡視車両7台により、市内走行時に啓発テープを放送する。

27 金沢市 A 金沢市
不法投棄監視カメラの
設置

3月～11月 市内全域
不法投棄多発地点に固定式監視カメラ（３台）の設置をしている。平成２３年３月に１台
設置、４月以降に１台追加設置予定。

28 金沢市 Ｆ 金沢市
不法投棄防止対策員
研修会

６月中 会議 不法投棄防止対策員として３２名を委嘱するとともに、研修会・意見交換等を実施。

29 金沢市 Ａ 地元ライオンズクラブ 金沢市
不法投棄物合同回収
作業

11月中 市内不法投棄箇所 地元ライオンズクラブと合同で不法投棄物の回収作業を行う。

30 金沢市 Ａ 地元ライオンズクラブ 金沢市
不法投棄物合同回収
作業

11月中 市内不法投棄箇所 地元ライオンズクラブと合同で不法投棄物の回収作業を行う。

31 岐阜市 ＥＧ
岐阜市まるごと環境
フェア実行委員会

岐阜市、企業等
岐阜市まるごと環境
フェア

10月30日
十六プラザ及び岐
阜駅北口広場周辺

市民・環境保全団体・企業・行政等により市民総参加を促すイベントを行い、環境意識
の高揚を図るとともに具体的な行動を始める契機の場とする
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32 静岡市 D
静岡県産業廃棄物協
会

静岡市 不法投棄防止活動 11月中 市内全域 不法投棄防止のための看板、昇り旗等設置を行う

33 静岡市 G 静岡市 各種業界団体、市民
静岡市ごみリサイクル
展

10月中 市内
静岡市環境局廃棄物対策部による、廃棄物処理の啓発活動のための「ごみリサイク
ル展」の中で、不法投棄防止啓発活動のためのパネル展示及び啓発活動を行う

34 静岡市 Ａ 静岡市 スカイパトロール 秋～冬に２回 市内全域
通常の監視パトロールでは発見できない、山間地等不法投棄が懸念される場所につ
いて、ヘリコプターによる上空からの監視を行う

35 浜松市 Ａ 浜松市
監視カメラによる不適
正現場の監視

6月~3月 浜松市内 市内の不適正処理現場監視

36 浜松市 C 浜松市
３R推進月間（啓発事
業）

10月 浜松市内 庁舎ロビーで３R推進のパネル等展示

37 浜松市 F 浜松市 ごみ減量活動
夏季休暇中
冬季休暇中

ごみゼロポスター（小、中、高校生対象にして夏季休暇中募集）、作文（小学4年、中学
2年生対象にして、冬季休暇中募集）

38 浜松市 C 浜松市 リサイクル拠点事業 通年 浜松市内 資源物回収事業

39 浜松市 B 浜松市 散乱空き缶回収活動 年間（5～2月） 浜松市内 市職員による散乱空き缶回収ボランティア活動

40 浜松市 Ａ 浜松市
不法投棄防止パトロー
ル

12月中 浜松市域 浜松市全域で監視パトロールの実施

41 浜松市 Ａ 浜松市
不法投棄防止パトロー
ル

年間 浜松市内 市職員（清掃業務員）による集積所等の不当排出の監視パトロール

42 浜松市 G 浜松市 　
不法投棄防止啓発
キャンペーン

12月中 調整中 交通量のある路上において、幟旗を掲げての広報啓発活動

43 浜松市 Ａ 浜松市（委託警備員）
不法投棄防止パトロー
ル

年間 浜松市内 委託警備員による不法投棄防止監視パトロール（夜間、休日も含む）

44 京都市 Ａ 京都市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内各所 不法投棄多発地を中心とした，音声啓発を兼ねた監視パトロール等
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45 堺市 Ｈ 堺市
監視カメラ設置、不法
投棄防止看板設置

年間
不法投棄
常習地

不法投棄常習地における監視カメラの設置，不法投棄防止看板設置

46 堺市 Ａ 堺市
不法投棄防止パトロー
ル

年間（土日・祝日・
年末年始を除く）

市域全域 職員による市域全域の監視パトロール

47 堺市 Ａ 堺市
不法投棄防止パトロー
ル

年間（毎週金・土・
日・月の４日間）

市域全域 委託警備員による市域全域の監視パトロール（夜間）

48 神戸市 Ａ 神戸市 休日・夜間パトロール 年4回（4半期ごと） 神戸市北区、西区 不法投棄多発地域である神戸市北区・西区内の休日・夜間パトロールを実施する。

49 神戸市 Ｈ 神戸市 地域活動支援 通年 啓発資材の交付、監視カメラ等の貸出し等

50 神戸市 Ｈ 神戸市 通報協力団体など 通報協力 通年 通報協力

51 神戸市 G 神戸市
不法投棄防止キャン
ペーン

10月～11月 未定 まちあるき、出前トーク、立ち番等

52 姫路市 Ｅ 姫路市
ひめじ環境フェスティ
バル

10月1日・2日 大手前公園
まちの美化、３Ｒの推進、廃棄物の不法投棄防止・適正処理推進、環境の保全等を啓
発するためのイベントを開催

53 姫路市 Ａ 姫路市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内
職員（警察ＯＢを含む。）による産業廃棄物の不法投棄・野外焼却等の不適正処理事
案発生箇所等への重点監視パトロールの実施

54 和歌山市 Ａ 和歌山市
建設リサイクル法に関
する全国一斉パトロー
ル

１０月 和歌山市内 建設リサイクル法の届出事業場（解体現場等）の巡回パトロールを行う。

55 和歌山市 Ａ 和歌山市 関係機関 不法投棄パトロール １０月 和歌山市内
一般廃棄物及び産業廃棄物を不法投棄させないため、両担当部署による合同のパト
ロールを行う。

56 和歌山市 Ｄ 和歌山県
和歌山市・和歌山海域
研究機構

親子海域教室 7月30日 和歌浦周辺 啓発グッズの配布を行い、不法投棄撲滅などの啓発を行う.
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57 広島市 D 広島市 　
不法投棄防止ステッ
カー等の配布

通年 各環境事業所等 不法投棄防止ステッカー（縦450mm、横600mm）等を希望する市民に無料配布する

58 広島市 Ａ 広島市 　
不法投棄防止パトロー
ル

延252日/年
不法投棄常習箇所
（全市域）

民間警備会社に委託して、夜間、不法投棄常習箇所でパトロールを実施する

59 広島市 Ａ 広島市 　
不法投棄防止パトロー
ル

月2回
不法投棄常習箇所
（全市域）

職員が、夜間、不法投棄常習箇所でパトロールを実施する（日中のパトロールについ
ては、適宜、実施する）

60 広島市 B
広島市不法投棄防止
連絡協議会

地元町内会等
広島市不法投棄防止
キャンペーン

11月下旬
不法投棄常習箇所
(1箇所）

広島市不法投棄防止連絡協議会（国、県、市等の関係機関で組織）と地元町内会等
が協働して不法投棄常習箇所の一斉清掃を行うことにより、広く市民に不法投棄の現
状を訴えるとともに、市民意識の高揚を図る

61 広島市 G
広島市不法投棄防止
連絡協議会

公民館等
不法投棄防止巡回パ
ネル展

2～3月 公民館等
上記不法投棄防止キャンペンの実施状況をパネルにして、公民館等で巡回展示を行う
ことで、不法投棄防止に対する市民意識の高揚を図る

62 呉市 Ａ 呉市
廃棄物不法投棄防止
巡回パトロール

年間 市内一円
不法投棄が多発する危険のある夜間を中心（昼間も実施）に，定期的に業務委託によ
るパトロールを行い不法投棄の拡大防止を図る

63 呉市 Ｂ 呉市
不法投棄等廃棄物回
収業務

年間 市内一円
業務委託により不法投棄された廃棄物の回収を行うことにより，不法投棄の拡大を未
然に防ぐ

64 呉市 Ａ 呉市
不法投棄夜間一斉監
視

年間 市内一円 不法投棄が多発する危険のある夜間に，職員によるパトロールを実施する

65 北九州市 Ｈ 北九州市
監視カメラ設置，不法
投棄防止看板設置

通年 不法投棄常習地 不法投棄常習地における監視カメラの設置，不法投棄防止看板設置

66 北九州市 Ａ 北九州市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内全域
職員による市域全域のパトロール及び民間警備業者による夜間・早朝パトロールの実
施

67 福岡市 Ａ 地域団体
地域団体による監視
パトロ－ル

通年 不法投棄常習地 不法投棄常習地における，地域住民団体による監視パトロ－ルの実施
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68 福岡市 Ｈ 福岡市
監視カメラ設置，不法
投棄防止看板設置

通年 不法投棄常習地 不法投棄常習地における監視カメラの設置，不法投棄防止看板設置

69 福岡市 Ａ 福岡市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内一円 昼夜監視パトロ－ルの実施

70 福岡市 Ｂ
室見川水系一斉清掃
実行委員会

室見川水系一斉清掃 １１月中旬 室見川水系流域 流域の地域住民が主体となって，室見川水系の河川清掃の実施

71 福岡市 AD 福岡市
不法投棄防止強調月
間

12月1日～12月31
日

市内一円
毎年、年末の大掃除等で大量にごみがでる12月を「不法投棄防止強調月間」とし、監
視パトロールの強化、ポスター等による普及・啓発事業を実施

72 熊本市 A 熊本市 熊本市
熊本市不法投棄防止
パトロール

通年 市内不法投棄箇所 不法投棄監視パトロール車による巡回等業務を民間警備会社に委託して実施。

73 熊本市 B
熊本市一般廃棄物処
理業組合

熊本市

熊本市一般廃棄物処
理業組合のボランティ
アによる不法投棄の
撤去作業

１１月予定 市内不法投棄箇所
山林等における大規模不法投棄箇所において市一般廃棄物処理業組合が定期的に
ボランティアで不法投棄撤去作業を行い、景観美化を図るとともに不法投棄防止を呼
びかけを行うもの。

74 熊本市 B
熊本県産業廃棄物協
会熊本市支部

熊本市

熊本県産業廃棄物協
会熊本市支部のボラ
ンティアによる不法投
棄の撤去作業

１０月予定 市内不法投棄箇所
山林等における大規模不法投棄箇所において県産業廃棄物協会が定期的にボラン
ティアで不法投棄撤去作業を行い、景観美化を図るとともに不法投棄防止を呼びかけ
るもの。

75 鹿児島市 CF 鹿児島市 市民
廃棄物適正処理啓発
事業

7月29日 鹿児島市内一円
小学生やその保護者を対象にごみ処理施設やリサイクル施設を見学し、ごみの行方
やリサイクルに関する学習を通じて、廃棄物の適正処理に対する市民や関係事業者
の意識の醸成を図る。

76 鹿児島市 Ａ 鹿児島市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 鹿児島市内一円
廃棄物監視指導員４名を嘱託し、市内全域の不法投棄多発箇所等の監視パトロール
を実施する。

77 鹿児島市 Ａ 鹿児島市
不法投棄パトロール業
務委託

通年 鹿児島市内全一円
民間会社へ夜間の不法投棄監視パトロール業務を委託（ふるさと雇用再生特別交付
金事業）
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78 鹿児島市 B
鹿児島市衛生組織連
合会

鹿児島市
鹿児島市衛生組織連
合会不法投棄対策専
門部会奉仕作業

11月下旬または
12月初旬

鹿児島市内一円
不法投棄多発場所の不法投棄物撤去作業及び不法投棄防止対策（柵、看板設置等）
を実施する。

79 鹿児島市 B
(社)鹿児島県建造物
解体業連合会

鹿児島市
不法投棄物撤去奉仕
活動

9月中旬 鹿児島市内一円
不法投棄多発場所の不法投棄物撤去作業及び不法投棄防止対策（柵、看板設置等）
を実施する。

80 岡山市 A 岡山市 監視パトロール 通年 市内 事業場への立入および不適正処理に対する監視活動を行う。

81 岡山市 A 岡山市 上空監視 １２回／年 市内 ヘリコプターによる上空監視。

82 宇都宮市 Ｈ 宇都宮市
不法投棄監視カメラの
設置

通年 市内全域
不法投棄多発地点に移動式監視カメラ（１８台），固定式監視カメラ（７台）の設置をして
いる。

83 宇都宮市 D 宇都宮市
不法投棄防止警告看
板の配布

通年 市内全域
不法投棄多発地点等における，土地所有者に対して不法投棄防止警告看板を配布し
不法投棄の未然防止を図る。

84 宇都宮市 A 宇都宮市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内全域
市職員による昼間の外勤時における不法投棄監視パトロールを行っている。
また民間警備員による夜間のパトロールも行っている。

85 宇都宮市 Ａ 市民 宇都宮市
地域住民による不法
投棄監視活動

通年 市内全域 各地域住民が主体となって，不法投棄監視パトロールや投棄物の撤去を行っている。

86 富山市 Ａ 富山市 スカイパトロール活動 10月 市内 消防防災ヘリコプターを利用した、空中からの監視パトロールの実施

87 富山市 A 富山市
不法投棄パトロール業
務委託

通年 市内全域 民間会社へ不法投棄監視パトロール業務を委託（ふるさと雇用再生特別交付金事業）

88 富山市 Ａ 富山市 路上調査 10月 市内 産業廃棄物の不適正処理防止を目的とした路上調査
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89 秋田市 ＡＢＤ 秋田市 市民、事業者
不法投棄ゼロモデル
地区事業

通年 市内（６箇所）
不法投棄撲滅を図るため、市民、事業者、市が連携し、地域の実情に即した不法投棄
の効果的、継続的な防止対策に取り組み、モデル地区における不法投棄ゼロを目指
すもの

90 大分市 A 大分市 市民
大分市ポイ捨て等防
止パトロール

通年 市内各活動地域
たばこの吸殻、空き缶等のポイ捨て、及び飼い犬のふんの散乱の防止、並びに喫煙
の制限について、市民等で組織される団体がパトロールを実施し、注意、啓発を行う。

91 大分市 B 大分市 市民
きれいにしょうえおお
いた推進事業

年６回以上 市内各活動地域
道路などの公共の場所をボランティアでごみ拾いする2名以上の団体に対して、ごみ袋
などの清掃用具を支給する。

92 大分市 D 大分市 普及啓発活動 通年 ホームページによる不法投棄の啓発活動

93 大分市 A 大分市 市民
不法投棄監視ネット
ワーク

月１回以上 市内各活動地域 自治会単位で不法投棄のパトロール及び啓発活動を実施し、市へ情報提供を行う。

94 大分市 D 大分市
ポイ捨て等防止啓発
活動

通年 市内
ポイ捨て等防止の啓発活動（啓発ステッカーの配布、啓発看板の無償配布、啓発用横
断幕での呼びかけなど）

95 豊田市 A 豊田市 市民
監視カメラによる不適
正現場の監視（一般廃
棄物）

年間 市内の一般廃棄物不適正処理現場の監視

96 豊田市 Ａ 豊田市

郵便局㈱（市内）・猟友
会（市内）・中部電力㈱
豊田営業所・タクシー
協会（市内）・豊田森林
組合

通報に関する覚書に
よる通報制度

全日 市内全域
各団体の社員等が通常業務において廃棄物の不法投棄等の異変を発見した場合、市
に連絡してもらう制度

97 豊田市 A 豊田市
不法投棄パトロール員
による不法投棄監視・
処理

平日 市内全域 職員による市域全域のパトロールを実施している

98 豊田市 A 豊田市 市民
不法投棄パトロール隊
の活動支援

年間 市内全域
市民によるボランティア団体の活動を支援し、行政と市民との共働による不法投棄対
策を実施する

99 豊田市 Ａ 豊田市
民間委託による不法
投棄等監視パトロール
事業

夜間・休日 市内全域
夜間、休日における不法投棄等のパトロールを民間警備会社への委託により実施す
る
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100 豊田市 Ａ 豊田市
監視カメラによる不適
正現場の監視

市内の不適正処理現場監視

101 豊田市 Ａ 豊田市
航空写真による不法
投棄監視

市内全域 航空写真により、不法投棄等の不適正処理現場を確認

102 高知市 A 高知市 不法投棄等パトロール 通年 高知市全域
廃棄物の適正な処理，生活環境の保全，環境美化の促進を図るため，パトロール員
等による市内巡回を実施し，不法投棄防止･抑制及び早期発見に努めるもの。

103 高知市 A 高知市 不法投棄等パトロール 通年 高知市全域
廃棄物の適正な処理，生活環境の保全，環境美化の促進を図るため，パトロール員
等による市内巡回を実施し，不法投棄防止･抑制及び早期発見に努めるもの。

104 宮崎市 B 自治会連合会 市民一斉清掃 11月13日 市内全域
地域の環境美化を目的として１１月第２日曜日に、市民総参加で道路、空き地、公園、
海岸、河川敷など重点的区域を定めて一斉清掃を実施。

105 宮崎市 A 宮崎市
監視パトロール
（夜間）

月に２回（通年） 市内全域 市職員により月に２回市内全域の監視パトロールを実施。

106 宮崎市 A 宮崎市
監視パトロール
（昼間）

通年 市内全域 警察OBを含む監視指導嘱託員により市内全域の監視パトロールを実施。

107 いわき市 Ｈ いわき市
いわき市不法投棄防
止地域活動支援事業

通年 市内全域 不法投棄防止のための資材等を公共的団体に貸与する

108 長野市 Ａ 長野市
不法投棄対策事業業
務委託

通年 市内全域 民間委託による不法投棄パトロール及び不法投棄物の回収。年間200日まで。

109 豊橋市 Ａ 豊橋市
（社）愛知県産業廃棄
物協会

不法投棄監視強化パ
トロール

未定 市内全域
本市職員が（社）愛知県産業廃棄物協会と協力し、市内の不法投棄多発地域の監視
パトロールを行う

110 豊橋市 Ａ 豊橋市
監視カメラによる不適
正現場の監視

市内の不適正処理現場監視
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111 豊橋市 Ａ 豊橋市
民間委託による不法
投棄等監視パトロール
事業

夜間・休日 市内全域
夜間、休日における不法投棄等のパトロールを民間警備会社への委託により実施す
る。

112 相模原市 DEF 相模原市 ごみDE７１大作戦 年間 市内各所 講座等を開催し、ごみの分別による減量化等の普及・啓発を実施する。

113 相模原市 Ｈ 相模原市
資源持ち去り行為に
対するパトロール

（5,7,10,1月）
年間

資源化を推進するため、資源の持ち去り行為に対し指導を行う。

114 相模原市 F 相模原市
ダンボールコンポスト
講習会

（5,9,1月）
4,5,9,1月

ごみの減量化を推進するためダンボールコンポストの作成などの講習会を実施する。

115 相模原市 C 相模原市
フリーマーケットの開
催

（7,3月）
6,3月

橋本台 リユースの普及・啓発のためフリーマーケットを実施する。

116 相模原市 G
相模原市
相模原市美化運動推
進協議会

ポイ捨て禁止条例に
係るキャンペーン

（4,8,10月）
8,10月

（中央）
橋本
麻溝台

（さくらまつり、）七夕まつり及びリサイクルフェアの中でパネル展示等を行い、ポイ捨て
禁止に対する普及・啓発を図る。

117 相模原市 CG
相模原市
相模原市美化運動推
進協議会

相模原資源回収事業
協会、相模原環境・資
源リサイクル協同組
合、さがみはらリサイク
ル連絡会、相模原市地
域婦人団体連絡協議
会、相模原市みちの協
会、相模原市職員労働
組合清掃支部ほか

リサイクルフェア
（10月17日）
10月16日

麻溝台
各種イベント（フリーマーケットや各種表彰、施設見学など）を開催し、循環型社会の形
成に向けたリサイクルに対する市民意識の高揚を図る。

118 相模原市 ＡＢ
相模原市
相模原市美化運動推
進協議会

自治会等 まち美化キャンペーン 11月
（未定）
相模原駅

地域住民や事業者、団体及び行政機関が一体となり、不法投棄やポイ捨て、歩行喫
煙の禁止を呼びかけ、まちの美化活動を実施する。

119 相模原市 Ｈ
相模原市
相模原市美化運動推
進協議会

レジ袋削減協力店
レジ袋削減に係る普
及啓発

年間 市内
事業者がそれぞれに実施している「レジ袋削減」の取り組みと、市が実施する「マイ
バック持参運動（仮称）」が連携し、レジ袋削減に係る普及・啓発を実施する。
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120 倉敷市 Ａ 倉敷市 上空監視 11月、3月 市内上空 ヘリコプターにより上空から監視を行う。

121 倉敷市 Ｃ 倉敷市 各種団体
リサイクルフェアｉｎくら
しき　２０１１

10月2日 クルクルセンター ごみの減量と市民のリサイクル及び環境配慮の意識向上を図る。

122 倉敷市 Ａ 倉敷市 路上検査 10月 市内路上 産廃運搬車両を停車させ、マニフェストと運搬物の突合等を行う。

123 さいたま市 Ａ さいたま市
不法投棄防止夜間監
視パトロール

通年 市内全域
民間警備会社（業務委託）による不法投棄多発地区の夜間パトロールを３６５日実施
する。

124 奈良市 ＡＥＧ
奈良県不法投棄ゼロ
作戦キャンペーン実
行委員会

民間 不法投棄ゼロ作戦 11月予定 県内
「不法投棄ゼロ作戦」として啓発キャンペーン事業、民間事業所の協力による監視活
動、スカイパトロール及び特別パトロール等を実施する。

125 奈良市 ＣＦ 奈良市 環境フェスティバル 10月予定
奈良市環境清美セ
ンター

環境フェスティバルの開催（環境啓発ポスター展示、リサイクルフリーマーケット、剪定
チップ・肥料の配布、施設見学他）

126 奈良市 Ａ 奈良市 監視パトロール 通年 市内 不法投棄多発箇所などの監視パトロールを実施

127 川越市 Ａ 川越市
不法投棄等監視パト
ロール

通年 市内全域
不法投棄多発箇所など民間警備会社（業務委託）による日曜日（昼・夜間）の監視パト
ロール

128 岡崎市 Ａ 岡崎市
青色回転灯パトロール　地
デジ移行対策特別監視

平成23年7月～8
月

岡崎市内山間部 青色回転灯を装備した公用車で市内山間部を夜間にかけてパトロールする。

129 岡崎市 D 岡崎市 横断幕による啓発
10月１日～10月31
日

支所 横断幕で広く市民へ環境美化について啓発する。

130 岡崎市 A 岡崎市
不法投棄監視パトロー
ル

11月下旬～３月下
旬

管轄区域内
航空写真解析システムを利用したパトロールにより、不適正処理現場等の監視を行
う。

131 岡崎市 A 岡崎市
不法投棄休日パトロー
ル

通年 管轄区域内 毎月１回休日に巡回パトロールを実地する。

132 岡崎市 Ａ 岡崎市
不法投棄夜間パトロー
ル

通年 岡崎市内山間部 青色回転灯を装備した公用車で市内山間部を夜間にかけてパトロールする。
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133 高槻市 EG 高槻市 ボランティア団体 エコフェスタ 1月 高槻市内 児童の環境への取組みの事例発表、功労者表彰、パネル展示など

134 高槻市 B 高槻市
自治会、ボランティア団
体

環境美化推進デー
5月30日（日）
11月28日（日）

高槻市内 駅周辺を市民ボランティアとともに清掃

135 高槻市 A 高槻市 地域環境保全会
不法投棄監視パトロー
ル及び回収

通年 市内北部
市内北部に居住する地域住民が保全会を結成し不法投棄の監視パトーロールや投棄
物の回収を行い、市は支援としてはごみ袋・手袋（軍手）・啓発看板の支給、投棄物の
運搬・処理を行った。

136 高槻市 A 高槻市
不法投棄監視パトロー
ル及び回収

通年 高槻市内 市職員が不法投棄場所の各管理者と連携し投棄物の回収を行った。

137 青森市 AC 青森市 建設現場パトロール 随時 青森市
建設リサイクル法に基づく届出があった解体現場において廃棄物の適正処理指導を
行う。

138 青森市 H 青森市 不法投棄監視カメラ 通年
青森市内の不法投
棄常習地域

不法投棄常習地域に監視カメラを設置し、不法投棄の早期発見・抑止活動を実施す
る。

139 青森市 A 青森市
不法投棄監視パトロー
ル

通年
青森市内の不法投
棄常習地域

市職員による巡回パトロールに加え、山間部に隣接する町会から推薦された28名に環
境事業推進員を委嘱し、各地区のパトロールを実施。

140 青森市 ＢＨ
あおもり循環型社会
推進協議会

協議会構成団体（含青
森市）、町会

不法投棄防止撤去体
験キャンペーン

10月頃予定 青森市
関係団体、行政、地域住民が協力して不法投棄物の撤去作業を行うことにより、不法
投棄防止に向けた生活環境の向上と市民の意識啓発を図る。

141 盛岡市 A 盛岡市
おもてなしクリーンアッ
プ作戦

7月下 盛岡市内 市民にごみのポイ捨て禁止の呼びかけを行いながら，職員が清掃活動を実施

142 盛岡市 A 盛岡市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 盛岡市内
廃棄物適正処理指導員による通常の巡回指導に加え，盛岡市内の各地区から推薦さ
れた１４名に監視員を委嘱し，それぞれの地区についてパトロールを実施。

143 盛岡市 B 盛岡市廃棄物協会 盛岡市
不法投棄現場清掃活
動

11月中 盛岡市内 廃棄物協会会員が主体となり廃棄物の撤去を行う。
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144 久留米市 B
久留米市地区環境衛
生連合会

環境美化一斉清掃
5月7月9月（最終
の日曜日）

久留米市内 河川・水路・ため池等の草刈や散乱ごみの一斉清掃を地域ぐるみで実施する。

145 前橋市 A 前橋市 休日等監視パトロール 市役所閉庁日 市内全域
休日等市役所閉庁日に民間警備会社への業務委託により、定期監視地点等の監視
を行い、不適正処理等の未然防止、早期発見に努める。

146 前橋市 A 前橋市
不法投棄監視カメラの
設置

通年
不適正処理等の多
発地点

監視カメラにより、不適正処理等が予想される地点を監視し、不法投棄等の未然防止
に努める。

147 高崎市 A 高崎市
高崎市環境保健協議
会

環境パトロール 通年 市内 広報車によるポイ捨て防止の呼びかけ及び監視パトロール

148 高崎市 A 高崎市
ごみ不法投棄等監視
業務

通年 市内吉井地域 ごみ不法投棄の地域内の監視パトロール

149 高崎市 A 高崎市
不法投棄監視パトロー
ル

通年 市内高崎地域 不法投棄の地域内の監視パトロール

【政令市別取組内容　外】14/14


	【別添資料】⑦＿政令市実施予定事業一覧《表紙》
	【別添資料】⑧＿政令市実施予定事業一覧《ウィーク期間内》
	【別添資料】⑨＿政令市実施予定事業一覧《ウィーク期間外》

