
 

 

 

平成30年度富山県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30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 

（１）まちやむらを美しくする運動 

    平成30年４月１日～５月31日 

    特に４月１日から７日までを「県土美化強調週間」とし、５月30日を「ごみゼロの日」として、 

   重点的に活動を実施した。 

 

（２）川をきれいにする運動 

    平成30年６月１日～６月30日、９月１日～９月30日 

    特に６月３日を「県土美化の日」として、重点的に活動を実施した。 

 

（３）山や海岸をきれいにする運動 

    平成30年７月１日～８月31日 

    特に７月１日を「海岸美化の日」とし、８月５日を「自然公園クリーンデー」として、重点的に 

   活動を実施した。 

 

（４）空カンゼロ運動 

    平成30年９月１日～９月30日 

    特に９月16日を「空カンゼロの日」として、重点的に活動を実施した。 

 

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、本運動の趣旨を啓発した。 

   ・ 環境に対する認識を一層深め、環境保全行動の実践の定着・拡大を図る啓発用資材（のぼり旗、

パンフレット等）を整備した。 

   ・ 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。 

   ・ 県内各地での清掃活動の取組みの拡大を図るため、地域団体や企業等に清掃活動を呼びかけ、

その活動の情報をホームページで発信した。 

   ・ 10月に本県で開催された３Ｒ推進全国大会において、レジ袋無料配布廃止や「とやまエコ・ 

    ストア制度」、海岸漂着物対策などの本県の環境政策を県内外へアピールした。 

 

   イ 清掃美化活動の推進 

   ・ 10月に開催された３Ｒ推進全国大会の開催前に、全国大会の機運醸成や県民の県土美化意識の 

    高揚を図るため、県内全域の海岸等で地域住民や団体の参加による一斉清掃を行った。 

    ① 啓発イベントの開催 

      開 催 日：平成30年７月１日（日） 

      開催場所：高岡市雨晴海岸 

      参 加 者：約1,800人 



 

    ② 一斉清掃活動 

      開 催 日：平成30年６月17日（日）～９月23日（日） 

      実施場所：14市町の21ヶ所 

      参 加 者：約37,000人 

   ・ 11 月に開催されたねんりんピック富山 2018 の開催前に、全国から集まる参加者を気持ちよく

お迎えできるようにするため、10月 14 日にイベント会場周辺（親水広場からＪＲ富山駅北口ま

で）でボランティア約100人による清掃活動を行った。 

   ・ 無料ごみ拾いアプリを活用し、ごみ拾い写真の投稿を呼びかけることにより、自主的な清掃活

動の促進を図った。（イベント会場での啓発 11回） 

 ・ 無料ごみ拾いアプリにより投稿された県内の清掃活動を見える化したＷＥＢサイトを開設し、 

  清掃活動の実施状況を分りやすく紹介することで、参加者数の増加や清掃活動の活性化を図った。 

  （参加者数：延べ98,700人（平成31年４月現在）） 

 ・ 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30年４月17日（火） 

     場  所 富山県民会館 304号室 

     表彰内訳 県知事表彰 １個人、３団体 

 

 ・ 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った。（参加者数：約31,000人（15市町村）） 

   ・ 県職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動を行った。（５月21、24、30日、参加者数：約3,300 

    人） 

 

  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。 

   ・ 使用済小型家電の再資源化の促進のため、県内の家電量販店において小型家電の回収を開始し

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（５月、２月開催）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 

   ・ 県民と協働で環境配慮行動に積極的に取り組む小売店舗を登録する「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31年３月：登録店73社1,089店舗６商店街） 

   ・ コンビニエンスストアと連携してマイバッグ持参を促進した。（携帯型マイバッグ5,000部の 

    作成・配布、店員用啓発バッジの作成） 

   

  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・処理を実施するとともに、親子

等を対象とした海岸清掃体験バスツアーを実施した。（７～８月、５回開催） 

   ・ 河川周辺での廃棄物の適正管理・処理を呼びかけるとともに、不法投棄の多い河川敷等におい

て市町村・住民と連携して「重点パトロール」を実施した。（３地域で３回実施） 

・ （公財）環日本海環境協力センターと連携して、漂着物の調査活動、発生抑制対策に関する学

習会を実施するほか、漂着物アート展の開催等を通じて、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。（学習会５回、アート展６月開催） 



 

 

（２）市町村の事業 

    地域の実情に即した実施計画を策定し、本運動を推進するとともに、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深めるため、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、海岸等の環境美化活動を行った。 

 表１に各市町村の実施状況の詳細を示す。 

 

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った継続的な活動が期待できるアダプト・プロ

グラム事業を推進し、行政と地域住民との協働体制づくりを行った。（登録数201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。 

 

（３）富山県県土美化推進県民会議の事業 

    構成団体の密接な連携のもとに本運動を総合的に推進するため、次の事業を実施した。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ (公財)とやま環境財団等の広報紙、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 

   ・ 構成団体が個別に実施する活動の相互支援、協力等県民総ぐるみの運動を実施した。 

表２に各構成団体が実施した清掃美化活動の詳細を示す。 

   ・ 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

た。 

     行 事 名  富山県県土美化推進県民会議総会 

   日  時  平成30年４月17日（火） 

   場  所  富山県民会館 304号室 

   表彰内訳  会長表彰 ６個人、18団体 

 

   ・「３Ｒへの架け橋に」県内一斉清掃（再掲） 

 10月に開催された３Ｒ推進全国大会の開催前に、県内全域の海岸等で地域住民や団体の参加に 

よる一斉清掃を行い、全国大会の機運醸成や県民の県土美化意識の高揚を図った。 

① 啓発イベントの開催 

・ 開 催 日 平成30年７月１日（日） 

・ 開催場所 高岡市雨晴海岸 

・ 参 加 者 約1,800人 



 

② 一斉清掃活動 

・ 開 催 日 平成30年６月17日（日）～９月23日（日） 

・ 実施場所 14市町の21 ｹ所 

・ 参 加 者 約37,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

表１ 平成30年度に県内15市町村が実施した清掃美化活動の実施状況 

市町村 活動名 実施時期 主な地域・場所 参加者数(人） 小計（人） ごみの種類・量 広報媒体及び時期

街角クリーン活動 4月～１１月
市役所本庁舎、行政サー
ビスセンター周辺

811 可燃物：360.5kg、不燃ごみ：135.7kg
市政記者、ホームページ：４月

市広報誌：４月号～11月号

川をきれいにする日 6月3日
松川、いたち川、白岩川、

下条川、井田川
4,750 可燃ごみ：24,420kg、不燃ごみ：120kg 市政記者：５月

海岸をきれいにする日 7月1日
富山市沿岸一帯

（打出～水橋～朝日町）
4,500 可燃ごみ：18,330kg、不燃ごみ：830kg 市政記者：６月

ふるさと富山美化大作戦 8月19日 市内全域 70,200 可燃ごみ：11,680kg、不燃ごみ：1,010kg
市政記者：８月
市広報誌：７・８月号
ホームページ：７月

呉羽丘陵等をきれいにする日 10月6日 呉羽山、城山周辺 196 可燃ごみ：64kg、不燃ごみ：12kg 市政記者：９月

ごみゼロの日 5月30日前後 市内全域 3,000 可燃・不燃ごみ

二上山特別清掃日 6月3日
二上山城山園地
及び万葉ライン

300 可燃・不燃ごみ：2,000kg

千保川特別清掃日 6月10日 千保川周辺 1,800 可燃・不燃ごみ：7,700kg

海岸特別清掃日 7月1日
雨晴海岸・松太枝浜・
国分浜一帯

3,300 海岸漂着ごみ：9,000kg

福岡駅前・土屋親水公園清掃美化運動 7月29日
JR福岡駅周辺及び土
屋親水公園

550 可燃・不燃ごみ：1,700kg

小矢部川国東橋周辺清掃キャンペーン 8月1日 国東橋運動公園周辺 700 可燃・不燃ごみ：300袋

古城公園清掃美化 8月5日 高岡古城公園一帯 800 可燃・不燃ごみ：350袋

空き缶ゼロの日(新高岡駅周辺特別清掃) 9月23日
市内全域及び新高岡
駅周辺

5,200 可燃ごみ：800袋、不燃ごみ：270袋

市環境美化協定団体、美市連構成団体等
の美化活動

４月～翌年３月
市内美化重点地区、
公共・行政施設周辺

54,000 可燃・不燃ごみ他

魚津神社祭礼後ボランティア清掃 6月7日 大町・村木地区市街地 500 可燃ごみ：２㎥コンテナ10基、不燃ごみ：２㎥コンテナ７基 市広報誌：６月

鴨川一斉清掃 7月29日 鴨川流域、河川敷 400 可燃ごみ：45ℓ15袋、不燃ごみ：45ℓ５袋 プレスリリース：７月

2018氷見クリーン大作戦 6月3日
漁業文化交流センターか
ら比美乃公園周辺

1,000 可燃・不燃ごみ
環境をよくする会より
案内：５月

氷見市一斉清掃の日 7月1日 市内全域 8,000 可燃ごみ：18,180kg、不燃ごみ：2,070ｋｇ
広報誌と
ホームページ：６月

ビーチクリーンアップ活動
５月25日・
９月20日

高月海岸 80 可燃物：４５ℓ３２袋、不燃物：45ℓ４袋

環境美化のための清掃ボランティア活動
５月30日・
10月3日

市内事業所周辺
及び公園、海岸等

4,000 缶：894個、ビン：98個、ペットボトル：401個

海岸清掃活動 ６月30日 漁港周辺 462 可燃物：45ℓ38袋、不燃物：45ℓ5袋

みんなできれいにせんまいけ大作戦 ７月20日
高塚海浜公園、早月
川河口付近

300 可燃物：45ℓ169袋、不燃物：45ℓ24袋、タイヤ：１本、がれき：30kg 県のチラシ配布：６月

荒俣町内壮年会 5月27日 荒俣海岸 30 可燃物：45ℓ36袋、不燃物：45ℓ17袋

笠木町内会 7月22日 笠木海岸 70

魚躬町内会 10月14日 上市川河口付近 45 可燃物：45ℓ37袋、不燃物：45ℓ６袋

生地海岸・河川清掃
５月10日、７月15日、
10月14日

生地海岸・生地地区河川 1,200 可燃ごみ：18,970kg、不燃ごみ：900kg

石田浜・河川清掃
６月24日、
８月４日

石田浜・黒瀬川 600 可燃ごみ：4,470kg、不燃ごみ：250kg

荒俣海岸清掃 7月1日 荒俣海岸 500 可燃ごみ：1,850kg、不燃ごみ：240kg

4月2日
旧砺波市街及び
種田地区

27,000 可燃ごみ：2,030kg、不燃ごみ：3,200kg

5月28日
種田地区以外の
旧庄川町地区

3,000 可燃ごみ：190kg、不燃ごみ：130kg

庄川河川敷清掃活動 4月18日 庄川河川敷 50 可燃・不燃ごみ：100kg
市広報誌：４月
ホームページ：４～５月

春の一斉清掃
　4月１日、翌年３
　月31日

市内全域 420 汚泥：26,670㎏ チラシ：３月

ごみゼロ運動 5月30日 市内全域 236 可燃ごみ：60㎏、不燃ごみ：50㎏
ケーブルテレビ：５月
市広報誌：５月

津沢小矢部川掃徐美化活動 9月23日 小矢部川大堰・津沢大橋周辺 50 可燃ごみ：130㎏、不燃ごみ：80㎏
ケーブルテレビ：９月
市広報誌：８月

南砺市 環境美化活動 通年 市内一円 4,712 4,712 ホームページ：通年

小杉地区クリーン作戦
５月20日、
７月22日

小杉地区 5,000 ポイ捨て不法投棄ごみ：1.96t
地域自治会毎に回覧板：
４月

みんなできれいにせんまいけ大作戦 7月1日 海岸（足洗・海老江・六渡寺） 1,728 海岸漂着ごみ：4.53t 地域自治会毎に回覧板：６月

射水市一斉クリーン大作戦2018 10月21日 市内全域 13,000 ポイ捨て不法投棄ごみ：4.53t チラシを全戸配布：10月

大島地区一斉美化清掃 6月3日 大島地区 1,000 ポイ捨て不法投棄ごみ：580kg 地域自治会毎に回覧板：５月

舟橋村 舟橋村クリーンデー 8月5日 村内全域 500 500 可燃物　3.5t、側溝汚泥：2.5t

川をきれいにする運動 6月17日 町内全域 300 区長宛文書：５月

空き缶ゼロ運動 ４月～11月 町内全域 3,184 環境保健衛生協会：２月

庁舎周辺一斉清掃活動（立山町） 6月13日
役場庁舎駐車場及び周辺道

路、前沢中央公園
70

みんなできれいにせんまいけ作戦
（立山町環境保健衛生協会利田支部）

7月８日 常願寺川公園及び河川敷 150

環境巡視パトロール
（立山町環境保健衛生協会）

５月30日、11月28日 前沢地区 18

クリーン入善7125大作戦（町民対象） 町内全域 8,400 可燃・不燃ごみ 市町村広報誌：６月

クリーン入善7125大作戦（事業所対象） 事業所周辺 666 可燃・不燃ごみ

第２弾クリーン入善７１２5大作戦（事業所対象） １０月１日～１０月３１日 事業所周辺 662 可燃・不燃ごみ ホームページ：12月

朝日町 町民総ぐるみ清掃月間 ７月１日～７月31日 町内全域 3,990 3,990 可燃・不燃ごみ 町広報誌：６、７月

241,430 人

ホームページ：４月
ポスター配布：５月

79,646

氷見市

立山町

30,050

2,300

4,987

黒部市

706

20,728

砺波市

第14回砺波市民ごみゼロ運動

「みんなできれいにせん
まいけ大作戦」チラシを配
付：６月

合計（15市町村）

滑川市

上市町 3,484

入善町

高岡市

魚津市

69,650

900

富山市

市広報誌：４月
ホームページ：４～５月

7月1日～７月31日
9,728

射水市

238

小矢部市

9,000

 



 

 

 

表２ 県土美化推進県民会議構成団体が実施した平成30年度の清掃美化活動の実施状況（市町村を除く） 
 

団体名 活動名(活動団体) 実施時期 主な地域･場所 参加者数(人） 小計（人） ごみの種類・量 広報媒体及び時期

富山県生活協同組合連合会 第24回海岸クリーン作戦 6月24日 八重津浜・島尾海岸 423 423
可燃ごみ：1,030kg、不燃ごみ：518.5kg、
ＰＥＴ:15ｋｇ、缶：14kg

チラシ配布：５月会員機関紙：５月
ホームページ：５、６月

富山県漁業協同組合連合会 海岸クリーン作戦 6月24日 八重津浜・島尾海岸 400 400 可燃ごみ：1,600kg ホームページ：５月

立山黒部環境保全協会 第43回立山美化清掃大会 8月17日
中部山岳国立公園
立山一帯　千寿ヶ原～黒部湖

140 可燃及び不燃ごみ

立山黒部環境保全協会 第34回薬師岳美化行進 ８月19日～20日
中部山岳国立公園
薬師岳一帯　折立～薬師岳

59 可燃及び不燃ごみ

富山県 県職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動
５月21日、２４日、
３０日

富山駅、県庁舎、各総合庁舎、
単独庁舎の周辺

3,266 3,266
可燃ごみ：45ℓ６袋、不燃ごみ：45ℓ１袋、
空き缶類：45ℓ２袋、PETボトル45ℓ１袋

富山県警察本部 職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動 5月30日 警察本部庁舎周辺 900 900 可燃ごみ、空き缶

富山県社会福祉協議会 職員による庁舎周辺地区の一斉清掃 ５月30日 サンシップとやま周辺 39 39

ねんりんピック富山2018実行委員会 クリーンアップ運動 10月14日 JR富山駅北～親水広場 80 80 可燃ごみ：45ℓ 80袋 ホームページ、チラシ、ポスター：８月

富山県PTA連合会 家族で実践！ふるさと大クリーン作戦 ５月20日～10月末 県内全域 90,000 90,000 理事会時に案内：５、11月

公益財団法人
環日本海環境協力センター

新湊漁港周辺の清掃活動「シーサイドクリ
ーン」（釣り糸清掃）

６月23日 新湊漁港周辺 15 15 釣り糸・釣り針など WEBサイト、メールマガジン

北日本放送株式会社 富山駅北地区環境美化清掃 ６月14日 富山駅北地区 60 60 可燃・不燃ごみ、空き缶等

株式会社北日本新聞社 ふるさと富山　美化大作戦 ８月19日 県庁前公園等 5 5

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
キャンペーン

７月１日 八重津浜 408 FMとやまのラジオで案内：６～７月

富山エフエム放送㈱
FMとやま清掃キャンペーン
（六渡寺海岸からごみをなくすには）

９月16日 六渡寺海岸 272 FMとやまのラジオで案内：８～９月

NPO法人富山県自然保護協会 市民一斉清掃活動 ８月19日 富山市湊入船町周辺 10 空き缶、空きびん、たばこ、ナイロン袋、他 協会報：５月

NPO法人富山県自然保護協会 富岸運河魚類調査及び清掃活動 ５月21日、９月３日 環水公園～木場町 34 ナイロン袋、紙類、空き缶等

NPO法人富山県自然保護協会 ミズバショウ自生地の保全・整備活動 ５月26日、10月20日 立山山麓家族旅行村周辺 70 空き缶、朽木、雑木

富山県教育委員会　 県立高等学校 ４月～３月 駅から学校までの通学路他 7,900 7,900
可燃ごみ：45ℓ230袋、不燃ごみ：45ℓ40袋、
缶・ビン・プラスチック：45ℓ30袋、
草：トラック４台、汚泥：２tトラック２台

チラシ、呼びかけ、ホームページ等

富山県婦人会 クリーン入善７１２５一斉クリーン作戦 ７月１日～７月31日 町内全域 8,405

富山県婦人会 地区内用排水路江切（江ざらい）自治会主催 3月25日 町内全域河川 8,450

富山県婦人会 福寿会清掃活動 6月～12月 町内１４か所その他１０５件 3,000

富山県婦人会 教友会（退職教職員の会） ５月21日、９月７日 水の小径　　園家山キャンプ場 95

富山県婦人会 町内企業・事業所清掃活動 7月1日～7月31日 各事業所周辺（参加社数47） 930

富山県婦人会 町内企業・事業所清掃活動 10月1日～10月3１日 各事業所周辺（参加社数47) 830

富山県婦人会 市内一斉清掃 ４月、10月
地域によっては海岸掃除・道路・
市街地等

13,000

富山県婦人会 滑川市連合婦人会 通年 旧国道８号線柳原地区地下道 55

富山県婦人会 六渡寺海岸清掃 6月18日 六渡寺海岸 30 可燃・不燃ごみ：３袋

富山県婦人会 射水市一斉クリーン作戦(婦人会協力) 10月21日 射水市内全域 10,000 可燃・不燃ごみ 市広報：９月

富山県婦人会 六渡寺海岸清掃（庄西婦人会個人参加） 毎月第３日曜日 六渡寺海岸 30
マイクロプラスチック、ライター、
ペットボトル他

富山県婦人会 戸破地区クリーン作戦（各地区個人参加） 年３回 地区全域 100 可燃ごみ

富山県婦人会 クリーン作戦 7月1日 松太枝浜 10

富山県婦人会 古城公園つつじヶ丘清掃 8月5日 古城公園 50

富山県婦人会 クリーン作戦 9月23日 新高岡駅周辺　　国道415号江尻付近 10

富山県婦人会 さくらまつり岸渡川沿道清掃 4月1日 岸渡川沿道 10

富山県婦人会 福岡地域清掃美化運動 7月22日 土屋親水公園　福岡駅前～カメラ館周辺 10

富山県婦人会 伏木地区環境美化運動 ４月１日、７月１日、８月19日 勝興寺境内 10

富山県婦人会 クリーン作戦二上山清掃 6月3日 二上山城山付近 10

富山県婦人会 古府公民館清掃 ７月８日、10月14日 市立古府公民館 10

富山県婦人会 クリーン作戦 6月3日 千保川一斉清掃　　　金屋緑地公園 20

富山県婦人会 高岡つつじまつり清掃 5月6日 水道つつじ公園 45

富山県婦人会 公園清掃 9月1日 地区公園 30

富山県婦人会 公園清掃 7月15日 中田中央公園 5

富山県婦人会 クリーン作戦 ５月27日、９月23日 地区内空き缶拾い 25

富山県婦人会 中川清掃 7月8日 中川 20

富山県婦人会 西高岡駅清掃 年間毎週土曜日 駅待合室清掃　　生け花ボランティア 20

富山県婦人会 環境美化活動 4月 地域内沿道、花壇苗植え 10

富山県婦人会 自治振興会江ざらい 3月25日 砺波市全域 多数 泥：525t、不燃ごみ：多数 市広報：３月

富山県婦人会 砺波市ごみ０運動 4月1日 砺波市全域 多数
可燃ごみ：2,030kg、
不燃ごみ：3,200kg、粗大ごみ：730kg

市広報：３月

富山県婦人会 チューリップ公園清掃奉仕 4月7日 チューリップ公園及び周辺 99 可燃ごみ：コンテナ１杯 婦人会定例会及び連絡通知：３月

富山県婦人会 清掃活動 8月4日 となみ学園 18 可燃ごみ：１袋 婦人会定例会：７月

富山県婦人会 城端地区自治振興会クリーン大作戦 7月8日 各町内と城端別院周辺 10 可燃ごみ：90ℓ２袋、ビン：45ℓ１袋

富山県婦人会 国道の清掃活動 5月27日 国道304号線 松村健三銅像周辺 18 可燃ごみ：70ℓ１袋、ビン：少々、空き缶：少々

富山県婦人会 北野地区美化奉仕活動 ５月20日、７月15日 北野児童公園 10 可燃ごみ：70ℓ1袋

富山県婦人会 ふるさとを美しくする清掃活動 ４月15日、11月25日 国道304・156号線を中心に平地区全域 20 可燃・不燃ごみ 市広報と一緒にチラシを全戸に配布

富山県婦人会 美化清掃活動 ４月～11月 国道156号線周辺と上平地区内全域 30 可燃・不燃ごみ

富山県婦人会 美化活動 ５月24日、７月16日
利賀小中学校口の花苗植えと草取り、
クリーン大作戦

21

富山県婦人会 清掃活動 6月24日 菅の山農村公園グランド・公民館 42

富山県婦人会 草刈り活動 5月27日 花壇　南砺スーパー農道 5

富山県婦人会 医王山清掃活動 7月16日 医王山ヒュッテ周辺　山道の草刈 25 可燃・不燃ごみ

協会報、
チラシ案内：５月

45,933

199

680

114

 



 

 
 

団体名 活動名(活動団体) 実施時期 主な地域･場所 参加者数(人） 小計（人） ごみの種類・量 広報媒体及び時期

富山県婦人会
第39回ごみゼロ運動
OYABEまちピカウオーク

5月30日 小矢部市内全域　道路、公園、広場等 300 可燃・不燃ごみ 市広報誌：５月

富山県婦人会 クロスランドおやべ盆踊り大会翌日早朝清掃 8月5日 クロスランドおやべ交流広場 15 可燃ごみ：45ℓ２袋 婦人会定例会：６，７月

富山県婦人会
小矢部清掃美化活動
「みんなできれいにせんまいけ大作戦」

9月23日 小矢部川大堰・津沢大橋 100 可燃・不燃ごみ 市広報誌：８月

富山県環境保健衛生連合会 海岸をきれいにする日 7月1日
富山市肝がん一帯
（打出～水橋朝日町海岸まで）

4,500 可燃・不燃ごみ：19.16t 広報誌、ホームページ：６月

富山県環境保健衛生連合会 海岸特別清掃日 7月1日 国分浜一帯・雨晴海岸一帯 1,800 可燃・不燃ごみ：1,000袋
ホームページ：４月
校下・地区協議会に書面にて参加依頼

富山県環境保健衛生連合会 荒俣海岸清掃大会 7月1日 荒俣海岸 500 可燃ごみ：1,850kg、不燃ごみ：24kg
県のチラシを各公民館や市庁舎窓口、
市議会議員、庁舎各課に配布

富山県環境保健衛生連合会
クリーン入善7125大作戦
（入善クリーンアップデー）

7月1日 町内全域 9,062 可燃・不燃ごみ：10t 広報誌：６、７月、ケーブルテレビ：６月

富山県環境保健衛生連合会 町民総ぐるみ清掃デー 7月1日 町内全域 3,221 可燃ごみ：3,830kg、不燃ごみ：880kg
広報誌：６月、
自治振興会、町内会に案内：５月

富山県環境保健衛生連合会 鴨川一斉清掃 7月29日 鴨川流域 350 可燃ごみ：45ℓ500kg、不燃ごみ：45ℓ60袋 関係団体町内会へ依頼：7/9

富山県環境保健衛生連合会 東部小学校クリーン作戦 7月22日 高塚海浜公園～早月川河口 300
可燃ごみ：45ℓ169袋、不燃ごみ：45ℓ
24袋、タイヤ１本、ガレキ処理30

市広報媒体：６月

富山県環境保健衛生連合会 舟橋村クリーンデー 8月5日 村内全域 500 可燃ごみ：3,500kg、側溝の汚泥：2,500kg

富山県環境保健衛生連合会 川をきれいにする運動 6月17日 町内全域 430 チラシ：６月

富山県環境保健衛生連合会 クリーン作戦（利田地区） 7月8日 利田地区常願寺川公園 150
可燃ごみ：90ℓ2袋、不燃ごみ：70ℓ1袋、
アルミ缶90ℓ1袋、瓶類：45ℓ1袋、
スチール缶90ℓ1袋

広報誌、チラシ配布：７月

富山県環境保健衛生連合会 みんなできれいにせんまいけ大作戦 7月1日
六渡寺海岸、足洗海岸、
海老江海岸

1,728
可燃ごみ：6,251kg、不燃ごみ：836kg、
処理困難物：160kg

チラシ配布：６月

富山県環境保健衛生連合会 氷見市一斉清掃 7月1日 市内全域 8,000 可燃ごみ：21,090kg、不燃ごみ：1,950kg 広報誌、ホームページ：６月

富山県環境保健衛生連合会 庄川クリーン大作戦 6月3日 庄川観光祭会場周辺 210 可燃・不燃ごみ：100kg チラシ配布：５月

富山県環境保健衛生連合会 なんとの日美化活動 7月10日 市内全域 257 チラシ配布：６月

富山県環境保健衛生連合会 津沢小矢部川清掃美化活動 9月23日
小矢部川大堰上流・
北陸高速道路橋脚下

72 可燃ごみ：130kg、不燃ごみ：80kg
広報誌：８月
ケーブルテレビ：９月

林野庁 中部森林管理局 ５３０（ゴミゼロ）運動 11月20日 富山市下夕林字大風除割 25 25 不燃ごみ：2,000kg
中部森林管理局広報誌、
ホームページ：12月

富山県農業協同組合 中央会 富山県協同組合協議会 6月24日 八重津浜・島尾海岸 423 423 不燃ごみ：518.5kg、可燃ごみ：666kg

西日本旅客鉄道株式会社 環境美化清掃活動 6月15日 富山駅周辺（南口） 10

西日本旅客鉄道株式会社 ふるさと富山　美化大作戦 8月19日 富山駅周辺（南口） 10

西日本旅客鉄道株式会社 ねんりんピック富山2018「クリーンアップ運動」 10月14日 環水公園周辺 5

西日本旅客鉄道株式会社 JR三世代合同清掃活動 12月2日 富山駅周辺（南口及び北口） 40

富山市北商工会 内山邸清掃 ５月 内山邸 5 可燃ごみ：45ℓ4袋 部員にFAX：４月

富山市北商工会 呉羽丘陵等をきれいにする日 10月 呉羽丘陵 10 可燃・不燃ごみ：45ℓ10袋 部員にFAX：９月

富山市北商工会 トイレ清掃奉仕活動 ３月 水橋中部小学校 15 声掛け：３月

富山市北商工会 商工会青年部全国統一事業「絆感謝運動」 6月18日 富山市ファミリーパーク周辺 10 可燃ごみ：45ℓ10袋 部員にFAX：５月

富山市南商工会 国道４１号沿線美化活動 4月7日 国道41号（西笹津～猪谷） 20 部員にFAX：３月

富山市南商工会 ふるさと富山美化大作戦 8月19日 猿倉山森林公園 40

富山市八尾山田商工会 商工会の日奉仕活動 6月11日 JR越中八尾駅構内 24 24 可燃ごみ：45ℓ８袋

射水市商工会 市内清掃活動 6月10日 市内旧８号線、北部線及び臨港線沿い 38 可燃ごみ：90ℓ20袋、その他不燃物など

射水市商工会 「商工会の日」奉仕活動 6月10日
大門駅前、中町下条川沿い
下村ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前道路他

21 可燃ごみ：45ℓ４袋、不燃ごみ：45ℓ２袋 部員に郵送：５月

南砺市商工会 合同清掃奉仕活動 6月10日 JR福野駅前～寺家新屋敷交差点 54 54

立山舟橋商工会舟橋支部 五百石市姫神社祭礼清掃ボランティア 6月13日 五百石・前沢地区 10 10 北日本新聞：6/14

中日本高速道株式会社 蜷川地区沿線環境美化活動 10月28日 蜷川地区の北陸道沿線 8 8

富山県中学校長会 各学校の生徒会活動
１，２学期
（複数回）

校区内の海岸・河川・道路・
公共施設

54,000 54,000
可燃ごみ、不燃ごみ、瓶類、空き缶、
ペットボトル等

全校放送、チラシを配付

日本たばこ産業株式会社 ひろえば街が好きになる運動 ８月 富山城址公園周辺 135 可燃・不燃ごみ：67.5kg
ホームページ：７～８月
北日本新聞：８月

日本たばこ産業株式会社 富山たばこ販売協同組合一斉清掃活動 ４月～10月 富山県内主要駅周辺、公園等 850

明るい社会づくり運動とやま 100万人のごみ拾い事業 5月3日 伏木万葉埠頭一帯 150 可燃ごみ：45ℓ７袋、不燃ごみ：２t 毎年、ごみの日に実施

明るい社会づくり運動とやま 高瀬神社清掃 5月10日 砺波地区 30 可燃ごみ：45ℓ３袋

明るい社会づくり運動とやま 砺波市・高岡市・氷見市（３市ごみ拾い活動） ６月～８月 ３市地区内 30 可燃ごみ：45ℓ７袋、空き缶類２袋

あすの富山県を創る協議会 南砺市山田生活会議
3月～12月
(第１日曜日)

南砺市山田地区 300

あすの富山県を創る協議会 小矢部市紅梅生活学校と共に
６、７、９、10月
(第3木・金曜日)

国道8号線・349号線 160

伏木海上保安部 漂着ごみ調査 ６月 松太枝浜海水浴場 46 46 プラスチックスごみ他30ℓ14袋 各報道機関：５月末

公益社団法人日本青年会議所
　富山ブロック協議会

氷見クリーン作戦 6月3日 氷見市内 10

公益社団法人日本青年会議所
　富山ブロック協議会

氷見市一斉清掃の日 7月1日 氷見市内 10

237,583 人

460

20

合計（構成団体）　

60

59

985

65

40

31,080

210

 


