
 

平成 27年度県土美化推進運動実施報告 

 

 日本一きれいな県土をめざす富山県県土美化推進運動要綱に基づき、平成27年度は次のとおり県民総ぐる

みの「県土美化推進運動」を実施した。 

 

１ 主要運動及び推進期間 

  年間を通じて美化意識の高揚に努めるとともに、次のとおり強調期間、強調週間、強調日を設け重点的 

 に美化運動を実施した。 

 

（１）まちやむらを美しくする運動 

    平成27年４月１日～５月31日 

    特に、４月５日から11日までを「県土美化強調週間」、５月30日を「ごみゼロの日」とし活動を実

施した。 

 

（２）川をきれいにする運動 

    平成27年６月１日～６月30日、９月１日～９月30日 

    特に、６月７日を「県土美化の日」とし活動を実施した。 

 

（３）山や海岸をきれいにする運動 

    平成27年７月１日～８月31日 

    特に、７月５日を「海岸美化の日」、８月２日を「自然公園クリーンデー」とし活動を実施した。 

 

（４）空カンゼロ運動 

    平成27年９月１日～９月30日 

    特に、９月20日を「空カンゼロの日」とし活動を実施した。 

 

 

２ 主な実施事業 

（１）県の事業 

    本運動の総合企画を行うとともに、全県的な取組みを進めるため次の事業を実施した。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ 美化意識の高揚を図るため、小・中学生からポスターの募集を行い、優秀作品を県内４か所で展

示し、本運動の趣旨の徹底を図った。 

   ・ 環境保全普及啓発用の資材（のぼり旗、パンフレット等）を整備するとともに、県内各地の清掃

美化活動等を紹介するビデオテープの貸出しを行った。 

   ・ 市町村や報道機関の協力を得て、県土美化意識の普及啓発に努めた。 

   ・ 「とやま環境フェア2015」等の環境イベントにおいて、県土美化意識の普及啓発に努めた。 

    

  イ 清掃美化活動の推進 

・  快適でうるおいのある海岸環境を創出するため、６月１日から９月 30日までを県民大運動「み

んなできれいにせんまいけ大作戦」の期間とし、沿岸市町及びその上流エリア・関係団体等と連携

して、流域一体となった清掃美化活動を行い、15市町村で約37,000人の参加があった。また、「み

んなできれいにせんまいけ大作戦 in射水」では、清掃活動を実施するとともに、全国一斉海浜清

掃旗揚げ式、「森・川・海」リレー清掃キックオフイベント、参加児童を対象とした「ヒラメの稚

魚放流」等を開催した。（７月５日） 

・  県職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動を行った。（４月22日、５月27日、６月24日、７月

22日、８月26日、10月14日、12月25日）。 

  



・ 清掃美化活動に貢献し、他の模範となる個人や団体を県土美化推進功労者として表彰し、その功績

を称えた。 

      行 事 名 富山県県土美化推進県民会議総会 

        日 時 平成27年４月24日（金）午後３時30分 

        場 所 富山県民会館304号 特別会議室 

        表彰内訳 知事表彰 ３団体 

        

  ウ 再資源化の促進 

 ・ 容器包装廃棄物の再資源化の促進のため、事業者及び市町村と連携協力し、スーパーマーケット

等における拠点回収及び住民団体の集団回収による容器包装廃棄物の分別収集を促進した。 

 

エ 廃棄物不法投棄の監視、指導 

   ・ 専従の産業廃棄物監視指導員による不法投棄の監視パトロールを行うとともに、富山県廃棄物不

法処理防止連絡協議会を通じて市町村、関係団体と連携協力し、不法投棄の防止及び原状回復に努

めた。 

  

 オ ごみ減量化の推進 

  ・ 平成20年度から実施してきたレジ袋無料配布廃止の削減枚数が累計で10億枚達成したのを機に

記念キャンペーンやレジ袋無料配布を廃止している店舗で利用できるプレミアム商品券の発行等

を実施した。 

  ・ 県民と協働で環境配慮行動に積極的に取り組む小売店舖を登録する「とやまエコ・ストア制度」

をより一層推進するため、引き続き本制度の普及・拡大を図るとともに、取組み実績等の効果的な

ＰＲ等を実施した。（平成27年12月：登録店74社1,151店舖６商店街） 

 

 カ 海岸漂着物等対策の推進 

   ・ 海岸管理者、関係機関、団体等と連携し、海岸漂着物の回収・処理を実施した。 

・ 「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟した富山湾の海岸環境保全のため、県内全域で上流域から 

海岸に向けて地域団体、環境団体、企業等による清掃活動をつなぐ「森・川・海」リレー清掃キャ

ンペーン（235件、11万８千人参加）や親子等を対象とした「水の恵みと海岸清掃体験ツアー」を

実施した。   

    ・ （公財）環日本海環境協力センターと連携して、「海辺の漂着物調査」や「環日本海地域の漂着物 

    対策関係者会議」を実施したほか、環日本海地域の漂着物データベースの整備、漂着物アート展・

アート製作体験会及び普及・啓発資材の作成等を通じて、県民の漂着物に関する理解促進や海岸美

化意識の高揚を図った。 

 

（２）市町村の事業 

    地域の実情に即した実施計画を策定し、市町村内における本運動を推進するため、次の事業を実施

した。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ 広報紙等により、地域住民に対して本運動の趣旨の徹底を図った。 

   ・ 観光地、河川、海岸等公共の場所をきれいにするよう、看板、ポスターの掲示等を行い、モラル

の高揚に努めた。 

 

  イ 清掃美化活動の推進 

   ・ 本運動に対する理解を得るため、自治会、関係団体等に対する説明会を開催し、清掃美化活動へ

の積極的な参加、住居周辺の清掃、花や緑の植栽等についての協力を求めるとともに、廃棄物の収

集、処分方法等の周知を図った。 

・ 地域住民、企業、各種団体の協力を得て、「県土美化の日」等の統一行動日に一斉清掃を行うなど

地域の公園、道路、河川、海岸等で環境美化活動を行った。 

 



 

 

 
ウ アダプト・プログラム事業の推進 

   ・ 海岸や公園等において、地域住民等が主体となり継続的な取組を行う「アダプト・プログラム事

業」を推進するため、行政と地域住民の協働体制づくりに努めた。 

      登録数187団体 （７市町村） 

 

  エ 再資源化の促進 

   ・ ごみの再資源化を促進するため、分別収集の徹底や再資源化体制の整備を図った。 

 

  オ 廃棄物不法投棄防止の監視、指導 

   ・ 関係者と協力して地域のパトロールを行い、不法投棄の防止及び原因者に対する指導を行った。 

 

 

 

 

 

市町村名 実施日時 活動地域 参加人数 

富山市 ４月～11月末 
道路・市内全域、河川・海岸一帯、呉羽

丘陵道路、公共・行政施設周辺 
約84,400人 

高岡市 ５月30日～10月10日 
二上山一帯、千保川河川、海岸一帯、古

城公園一帯、道路・市内全域等 
約14,600人 

魚津市 ６月７日、６月６日、７月 25日 
魚津神社、富山労災病院周辺、鴨川一

斉清掃 
約1,130人 

氷見市 ６月１日、７月５日 内全域の海岸・河川・道路等 約11,000人 

滑川市 ５月～10月 市街地・海岸等 約4,880人 

黒部市 ７月５日、７月 12日 石田浜・河川、荒俣・生地海岸一帯 約3,700人 

砺波市 
４月５日、４月 17日、     

５月 24日 
市内全域、庄川河川敷 約30,050人 

小矢部市 
４月５日、５月30日 

10月４日 
市内全域 約3,200人 

南砺市 ４月～11月 南砺市全域 約5,270人 

射水市 ５月～10月 
市内全域、六渡寺・海老江・本江海岸、

小杉地区、大島地区 
約22,870人 

舟橋村 ８月２日 村内全域 約500人 

上市町 ６月21日、４月～11月 町内全域 約1,440人 

立山町 ６月～12月 庁舎及び道路・市街地、 約300人 

入善町 ７月１日～10月31日 町内全域、事業所周辺道路等 約10,110人 

朝日町 ７月12日 町内全域 約4,390人 

合計（15市町村） 約197,840人 

県内15市町村が実施した清掃美化活動の実績 

 



（３）富山県県土美化推進県民会議の事業 

    行政機関や関係団体との密接な連携のもとに、次の事業を実施した。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ (公財)とやま環境財団等のホームページ等を通じて県土美化意識の啓発を図った。 

   ・ ウェブサイト「エコノワとやま」を通じて、地域での団体や企業等の環境保全活動を広く周知し 

    た。 

 

  イ 清掃美化活動の推進 

   ・ 地域の清掃美化活動に貢献し、他の模範となる個人や団体を県土美化推進功労者として表彰し、

その功績を称えた。 

     行 事 名 富山県県土美化推進県民会議総会 

     日 時 平成27年４月24日（金）午後３時30分 ～ 

     場 所 富山県民会館304号 特別会議室 

     表彰内訳 会長表彰 ９個人、17団体 

   ・ 沿岸市町およびその上流エリア・関係団体などと連携して、流域一帯となった清掃美化活動を行

った。 

     行 事 名 みんなできれいにせんまいけ大作戦in射水 

     日 時 平成27年７月５日（日）午前７時～９時 

     場 所 射水市海老江海浜公園 

     参 加 者 約800人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

団体名 

（活動名、活動団体） 
実施日時 活動地域 参加人数 

富山県生活協同組合連合会    

（第 21回海岸クリーン作戦、他） 
６月 22日 富山市八重津浜、氷見市島尾海岸他 約 520人 

立山黒部環境保全協会 
（第40回立山美化清掃、第31回薬師岳美化行進） 

８月21日、８

月23日～24日 
中部山岳国立公園立山・薬師岳一帯 約 220人 

富山県警察本部 ５月 27日 警察本部庁舎周辺 約 900人 

(社)富山県社会福祉協議会 ５月 27日 富山市安住町サンシップとやま周辺 約 50人 

（公財）環日本海環境協力センター
（オフィス周辺清掃、北東アジア地域環境

プログラム、富山湾海底ごみ調査） 
７月～10月 

サンシップとやま周辺、富山駅北口周辺、

黒部荒俣海岸 
141人 

北日本放送㈱ 
（清掃ボランティア隊、ふるさと富山美化大作戦） 

４月～12月 富山駅前・駅北地区、本社周辺、 100人 

富山エフエム放送㈱  
(コスモアースコンシャス  アクト クリーン） 

５月 17日 射水市六渡寺海岸 約 360人 

富山県ＰＴＡ連合会 
「家族で実践!ふるさと大クリーン作戦」 

４月～10月 県内各小中学校区全域 約 56,000人 

富山県婦人会 

（地域女性ネット高岡） 
４月～12月 

二上山城山一帯、千保川護岸、国分浜一帯、

古城公園、新高岡駅他 
約 300人 

富山県婦人会 
（小矢部市連合婦人会） 

５月30日、８月

８日、10月４日 
小矢部市内全域、道路、公園、広場等 約 2,320人 

富山県婦人会（南砺市連合婦人会） ４月～12月 各町内、国道・県道沿い、公園・集会場他 約 340人 

富山県婦人会 
（入善町連合婦人会） 

５月～3月 
クリーン入善 7125 一斉クリーン作戦、町

内全域 
約 24,150人 

富山県婦人会（射水市婦人会） ６月～12月 市内全域、六渡寺海岸 約 10,460人 

富山県婦人会（砺波市連合婦人会） ４月～10月 庄川地区、チューリップ公園及び周辺 約 100人 

伏木海上保安部       
（高岡市立太田小学校） 

６月 23日 松太枝浜海水浴場 約 60人 

富山森林管理署（530(ゴミゼロ)運動） ５月 29日 富山市下タ林 約 30人 

JA富山中央会 

（第 21回海岸クリーン作戦） 
６月 28日 八重津浜・島尾 ７人 

JR西日本富山駅 

（ふるさと富山美化大作戦、JR三世代合同清掃） 
６月11日、８月

23日、12月５日 
富山駅・CiC周辺 120人 

富山森林組合連合会 ９月 富山市大広田海岸林 10人 

富山市南商工会 ４月～８月 国道 41号線沿い、旧猿倉山スキー場周辺 80人 

富山市北商工会 青年部本所 
（絆感謝運動、呉羽丘陵きれいにする会） 

６月 14日、

10月 10日 
白岩川河川敷呉羽丘陵周辺道路 15人 

富山市北商工会 女性部 
（白岩川、内山邸、呉羽丘陵清掃） 

４月６日、５月24

日、10月10日 白岩川河畔、内山邸、呉羽丘陵 19人 

射水市商工会女性部 ６月 10日 越中大門駅前、下条川公園散策路 30人 

南砺市商工会 ６月７日 南砺市福野市街地 71人 

滑川市商工会議所      
（龍宮まつり環境整備、早月中学校） 

７月５日、     

７月 20日 
ほたるいかミュージアム周辺、中川原海岸等 約 500人 

入善町商工会 
(クリーンアップ大作戦) 

10月 入善町中心市街地 30人 

立山舟橋商工会舟橋支部 

（オレンジパーク・京坪川清掃） 
８月 20日 舟橋村オレンジパーク内 16人 

中日本高速道路㈱富山保全・サー

ビスセンター 
５月、７月 蜷川地区高速道路沿い、呉羽ＰＡ 12人 

合計（構成団体） 約 96,950人 

県土美化推進県民会議構成団体が実施した清掃美化活動の実績（市町村を除く） 


