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（国土交通省 近畿・中国・四国・九州地方整備局） 

お知らせ 平成１９年５月３０日 

                    

みんなの川と海をきれいにしよう！ 
～『瀬戸内 川と海のクリーンアップ大作戦』を実施します～ 

 

 

「『瀬戸内 川と海のクリーンアップ大作戦』～瀬戸内の生命（いのち）育む川と海～」をテーマに

瀬戸内海を囲む地域の川と海の清掃活動を６月１日（金）～７月３１日（火）に実施します。 

 
この取り組みは、国土交通省近畿・中国・四国・九州地方整備局及び瀬戸内・海の路ネットワーク 

推進協議会が中心となって、瀬戸内海を囲む地域の川と海において地域の皆様方と共に清掃活動 
を行うものです。 

今年度も多数の皆様方のご協力をお願いいたします。 

 

＜実施予定箇所・日時等については３ページ目以降をご覧下さい。＞ 

 

【参考】 

昨年度の  実施結果の概要は以下のとおりです。

延べ参加人数      : 約１３万人   

収集されたゴミの量  : 家庭用ゴミ袋 約６万袋  

   多かったゴミの種類  : 【河川】木類、【海岸】プラスチック類 
 

昨年は、約２８万世帯の家庭から１日に排出される量に相当する大量のゴミが回収され

特にプラスチックなど自然界では分解されにくいゴミが多く目立ちました。 

ました。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
○ い合わせ先 問

  国土交通省九州地方整備局  河川部    電話番号（092）471-6331(代表) 

         9 ) 

 

              港湾空港部 電話番号（0 2）418-3358(代表

（担当）    

 
河川部    河川環境課 建設専門官  大島 伸介(内線3656) 

港湾空港部 港湾計画課 課長補佐   河野 正文（内線323) 
 

 

写真 平成１８年度『瀬戸内 川と海のクリ－ンアップ大作戦』の実施風景 



国土交通省(近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局) 

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会（※） 

ゴミ回収風景 

写真 平成１８年度『瀬戸内 川と海のクリーンアップ大作戦』成果例（竹原市 的場海岸） 

清掃風景 

『『瀬戸内瀬戸内 川と海のクリーンアップ大作戦川と海のクリーンアップ大作戦』』
・活動期間の統一 （６月１日～７月３１日）
・共通のキャッチフレーズ

～瀬戸内の生命（いのち）育む川と海～

流入河川の清掃活動
・各河川流域で実施している清掃活動

リフレッシュ瀬戸内
・瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会主催
・瀬戸内海沿岸の海岸などで一斉に行う清掃活動

みんなで瀬戸内海を囲む地域の川と海をきれいにしよう！

・より広域的な交流の促進
・情報の共有化
・環境に対する意識の高揚

協働

  

 

 

 

『『瀬瀬戸戸内内  川川とと海海ののククリリ--ンンアアッッププ大大作作戦戦』』ととはは  
瀬戸内海周辺でのより広域的な交流の促進、情報の共有化および環境（美しい瀬戸内の継承）

に対する意識の高揚を目指して、活動期間の統一、共通のキャッチフレーズのもと瀬戸内海沿岸の

海岸及び流入河川で連携して清掃活動を推進しようとする取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年度には、延べ１３万人の方々の参加のもと、家庭用ゴミ袋約６万袋のゴミを回収しまし

た。今年度も引き続き瀬戸内海の環境改善を目指して実施しますので、地域の皆様のご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会とは、近畿・中国・四国・九州の４地方にわたる瀬戸内海沿岸の各地域が連携して交流の促進、

情報の発信、交流基盤の整備等に取り組み、瀬戸内海地域全体の更なる振興と発展を図ることを目的として平成３年５月に設立され、  

平成１９年５月３０日現在は、瀬戸内海沿岸の107市町村、11府県、９国土交通省関係部局が加入。 

『『瀬瀬戸戸内内  川川とと海海ののククリリ--ンンアアッッププ大大作作戦戦』』  
～瀬戸内の生命(いのち)育む川と海～ 
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【参考資料】実施予定一覧表(川)

府県 担当課等 実施予定場所 実施予定日
和歌山 和歌山河川国道事務所　河川管理課紀の川河川敷 7月22日（日）予定

大和川河口左岸 6月3日（日）
大和川沿川 7月14日予定
淀川左岸城北わんど 7月中旬
淀川沿川 （未定）
草津川沿川 7月1日（日）
瀬田川河川敷 7月8日（日）

木津川上流河川事務所 名張川・宇陀川・青蓮寺川沿川 6月3日（日）
猪名川河川事務所　管理課 猪名川・藻川沿川 7月8日（日）

加古川沿川 7月7日（土）
林田川沿川 （未定）
旭川 7月予定
百間川 7月予定
吉井川 7月予定
金剛川 7月予定

苫田ダム管理所　管理係 奥津湖周辺 ７月中旬
芦田川 6月3日（日）
福山市内河川 6月3日（日）
芦田川 7月8日（日）（予定）
高屋川 7月8日（日）（予定）

八田原ダム管理所　管理係 芦田湖周辺 7月中旬
温井ダム管理所　管理係 太田川水系滝山川 7月29日（日）

太田川 7月29日（日）
小瀬川 7月29日（日）

弥栄ダム管理所　管理係 弥栄湖周辺 7月

山口

防府健康福祉センター管内環境衛
生連絡協議会
防府市環境衛生推進協議会
徳地町環境衛生推進協議会

佐波川・島地川・横曽根川 7月1日（日）

徳島河川国道事務所  吉野川全川旧吉野川、今切川 7月1日（日）

那賀川河川事務所 那賀川・桑野川沿川 7月1日（日）

香川河川国道事務所 土器川全川 7月1日（日）予定

丸亀市 土器川生物公園芝生広場　 7月1日（日）予定

重信川　　　　　　　　　 7月上旬

石手川 7月上旬

長浜小学校 肱川河口 7月予定

長浜高校 肱川河口・海岸 7月予定

水中めがね 大洲市大洲(臥龍の渕附近) 7月予定

大洲市 大洲市枡形附近 7月16日（月）

川を守り水辺に親しむ会   中央会場（番匠川河川敷）池船スポーツ公園 7月1日（日）

大分河川国道事務所　河川管理課
大分市

  大分県大分市大分川元町地区外２箇所 7月1日（日）

大分河川国道事務所　河川管理課
大分市

 大分県大分市大野川外１箇所 7月1日（日）

大分河川国道事務所　河川管理課
大分市

 大分県大分市田浦ビーチ 7月1日（日）

ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会  山国川（耶馬渓町柿坂） 6月2日（土）

松山河川国道事務所

徳島

香川

愛媛

淀川河川事務所　河川環境課

姫路河川国道事務所

琵琶湖河川事務所　占用調整課

兵庫

大阪

岡山

※本表は平成19年5月30日現在での予定です。追加、中止、変更が生じる場合があります。
※本表の府県欄は河口の存在する府県を記載しています。

岡山河川事務所　占用調整課

大和川河川事務所　管理課

大分

広島

福山明るいまちづくり協議会

福山河川国道事務所　占用調整課

太田川河川事務所　事業計画課
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【参考資料】実施予定一覧表(川)

府県 担当課等 実施予定場所 実施予定日
旭川水系旭川　新大原橋～中原橋 7月予定
旭川水系旭川　中原橋～岡北大橋 7月予定
旭川水系旭川　岡北大橋～新鶴見橋 7月予定
旭川水系旭川　新鶴見橋～相生橋 7月予定
旭川水系旭川　相生橋～桜橋 7月予定
旭川水系旭川　桜橋～旭川大橋 7月予定
旭川水系旭川　旭川大橋～岡南大橋 7月予定
旭川水系旭川　岡南大橋～河口 7月予定
旭川水系百間川　分流部～百間川橋 7月予定
旭川水系百間川　百間川橋～神下橋 7月予定
旭川水系百間川　神下橋～海吉橋 7月予定
旭川水系百間川　海吉橋～百間川橋 7月予定
旭川水系百間川　百間川橋～河口 7月予定
吉井川水系吉井川 7月予定
吉井川水系金剛川 7月予定

苫田ダム管理所　管理係 奥津湖周辺 ７月中旬
芦田川水系芦田川 6月3日（日）
芦田川水系高屋川 6月3日（日）
芦田川水系芦田川 7月8日（日）（予定）
芦田川水系高屋川 7月8日（日）（予定）

八田原ダム管理所　管理係 芦田湖周辺 7月中旬
温井ダム管理所　管理係 太田川水系滝山川 7月29日（日）

太田川水系太田川（広島市内） 7月29日（日）
太田川水系天満川 7月29日（日）
太田川水系旧太田川 7月29日（日）
太田川水系元安川 7月29日（日）
太田川水系京橋川 7月29日（日）
太田川水系猿猴川 7月29日（日）
太田川水系古川 7月29日（日）
太田川水系二又川 7月29日（日）
太田川水系三篠川（広島市内） 7月29日（日）
太田川水系根谷川 7月29日（日）
太田川水系吉山川 7月29日（日）
太田川水系諸木川 7月29日（日）
太田川水系鈴張川 7月29日（日）
太田川水系小河原川 7月29日（日）
太田川水系矢口川 7月29日（日）
太田川水系高山川 7月29日（日）
太田川水系水内川 7月29日（日）
太田川水系関川 7月29日（日）
太田川水系太田川（廿日市市内） 7月29日（日）
吉和川 7月29日（日）
太田川水系三篠川（安芸高田市内） 7月29日（日）
太田川水系見坂川 7月29日（日）
太田川水系有坂川 7月29日（日）
太田川水系府中大川 7月29日（日）
太田川水系太田川（安芸太田町内） 7月29日（日）
太田川水系丁川 7月29日（日）
太田川水系西宗川 7月29日（日）
太田川水系深山川 7月29日（日）
太田川水系筒賀川 7月29日（日）
太田川水系柴木川 7月29日（日）
太田川水系小河内川 7月29日（日）
水井手川 7月29日（日）
太田川水系吉木川 7月29日（日）
小瀬川水系小瀬川 7月29日（日）
小瀬川水系七瀬川 7月29日（日）
小瀬川水系玖島川 7月29日（日）

弥栄ダム管理所　管理係 弥栄湖周辺 7月

佐波川水系佐波川 7月1日（日）

佐波川水系島地川 7月1日（日）

佐波川水系横曽根川 7月1日（日）

岡山河川事務所　占用調整課

福山明るいまちづくり協議会

山口
防府健康福祉センター管内環境衛
生連絡協議会
防府市環境衛生推進協議会

岡山

※本表は平成19年5月30日現在での予定です。追加、中止、変更が生じる場合があります。
※本表の府県欄は河口の存在する府県を記載しています。

広島

福山河川国道事務所　占用調整課

太田川河川事務所　事業計画課

太田川河川事務所　小瀬川出張所

中国詳細版
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【参考資料】実施予定一覧表(海)

市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

○ 和歌山市 河川港湾課 加太海岸 6月24日（日）
海南市 管理課（市民環境課） 露の浜 6月中旬
有田市 産業振興課 地ノ島海岸 6月上旬
湯浅町 住民環境課 栖原海岸 6月下旬
広川町 総務政策課 西広海岸　他六箇所 6月29日（金）

由良町 産業建設課
白崎海岸・衣奈海岸その
他海岸線道路

6月23日（土）

市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

○ 大阪市 海務担当 南港野鳥園 6月23日(土)
堺第５区地先 6月下旬頃
堺第６区地先 6月下旬頃

環境保全課 高石市域湾岸線 6月1日（金）～6月30日（土）

経済課 高石漁港周辺 7月17日（火）
岸和田市 産業部港湾振興室 阪南１区、浜工業公園 6月24日(日)
貝塚市 都市計画課 阪南３区(貝塚旧港地区） 7月1日(日)
泉南市  総務部政策推進課 未定 未定
阪南市 管理課 未定 未定
泉大津市 港湾振興室 小松、汐見、助松埠頭 6月24日（日）
忠岡町 企画財政課 未定 未定
田尻町 企画人権課 りんくうポート南地区海岸 7月16日（月）
岬町 地域振興課 未定 未定

市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

神戸市 みなと総局技術部計画課 須磨海岸 6月24日(日)
姫路市 産業局商工部産業・港湾振興課 姫路港飾磨埠頭周辺 7月8日(日)
尼崎市 都市整備部土木部河港課 武庫川河川敷公園左岸 5月20日（日）
明石市 土木部海岸・治水課 市内各漁港 6月20日（水）～7月20日（金）

西宮市 土木局土木総括室臨海対策課 香枦園浜海岸 7月16日(月)

洲本市 都市整備部建設課
安乎・厚浜・大浜・内田・
成山海岸

7月1日(日)

芦屋市 都市環境部環境課
市内の主要幹線道路・海
岸線・芦屋川

6月10日(日)

相生市 建設経済環境部建設管理課 相生港全域 7月7日(土)

加古川市 建設部土木建設局土木総務課
①尾上漁港および②別府
港公共埠頭周辺

①6月26日(火)
②6月28日(木)

赤穂市 地域整備部土木課 御崎海岸 6月20日（水）頃

○
高砂市 まちづくり部道路保全課

東播磨港高砂港区・伊保
港区・曽根港区

6月中旬～7月下旬

播磨町 土木グループ 播磨町新島内(南護岸) 6月19日(火)

たつの市 御津総合支所都市建設課
成山新田海岸および新舞
子海岸

7月16日(月)

淡路市 都市整備部建設課 室津海岸および浦港海岸 6月下旬
南あわじ市 都市整備部管理課 市内全域 7月1日(日)

高石市

和歌山ブロック

大阪ブロック

堺市
産業振興局
商工部

○印：ブロック拠点地

※本表は平成19年5月30日現在での予定です。追加、中止、変更が生じる場合があります。

兵庫ブロック

－5－



市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

岡山市 都市整備局河川港湾課 田坪海岸(宝伝海水浴場) 6月24日（日）

倉敷市 企画財政部企画課 沙美海水浴場 6月24日（日）

玉野市 産業振興部商工観光課 渋川海岸 6月10日（日）

笠岡市 建設産業部建設企画課
ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ繁殖指定地内およ
び周辺海岸

6月24日（日）

○
備前市 産業建設部都市整備課

備前市総合運動公園海岸
沿い・日生地区諸島及び
主要海岸部

6月24日（日）

瀬戸内市 産業建設部　建設課
邑久町福谷前泊海岸・虫
明扇海岸

7月18日（水）

浅口市 寄島総合支所産業建設課 青佐海岸 7月22日（日）

市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

広島市 臨海開発課 みなと公園 7月1日（日）

呉市 港湾管理課 音戸町大浦崎海浜 7月7日（土）

竹原市 建設課
的場海水浴場～的場西海
水浴場

7月8日（日）

三原市 建設部港湾課
三原市鷺浦町向田野浦長
道海岸

7月8日（日）

港湾振興課 大町海岸 7月1日（日）

○ 瀬戸田支所地域対策課 サンセットビーチ 7月1日（日）

福山市鞆町仙酔島 7月8日（日）

福山市走島町宇治島 7月16日（月）

福山市内海岸
7月1日（日）
7月16日（月）

大竹市 土木課 玖波地区沿岸　他 ７月14日（土）　他

環境政策課、総合政策課
廿日市市地御前五丁目　地
先海岸ほか

7月7日(土)

環境政策課、総合政策課
廿日市市宮島町　厳島神社
周辺ほか

7月14日(土)

海田町 建設部建設課 瀬野川 6月24日（日）

坂町 産業建設課 坂町海岸全域 7月14日（土）

江田島市 建設課 長瀬海岸 7月中旬

安芸津港沿岸（三津） ７月

早田原漁港沿岸（風早） ７月

大崎上島町 建設課 町内一円 ７月中旬

廿日市市

東広島市 安芸津支所建設維持課

岡山ブロック

広島ブロック

○印：ブロック拠点地

尾道市

福山市 港湾河川課
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市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

下関市 総務課
下関市長府浜浦町地先自
然海岸

７月

宇部市 土木建築部　土木港湾課 東岐波海岸・西岐波海岸 6月10日（日）

周南市 河川港湾課 徳山港内海浜 6月下旬～7月下旬

防府市 企画政策課 富海海岸
6月14日（木）
（予備日：6月15日）

柳井市 阿月出張所 阿月海岸 7月1日（日）

　  〃 伊保庄出張所 伊保庄海岸 6月24日（日）

　  〃 経済課 大畠海岸 7月17日（火）

　  〃 土木課 黒島海岸 7月2日（月）

岩国市 観光課 通津美が浦海浜清掃 7月12日（木）

上関町 総合企画課 上関町八島古浦 6月23日（土）

光市 土木課 室積海岸、虹ヶ浜海岸 7月8日（日）

○印：ブロック拠点地

周防灘ブロック【山口】
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市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

徳島市 開発課 徳島市川内町小松海岸 7月15日（日）
鳴門市 建設部　土木課 大毛海岸 6月1日（金）

松茂町 産業環境課
松茂海岸(長原小学校東
側）

5月26日（土）

　  〃 産業環境課 松茂海岸（海浜公園周 6月9日（土）
阿南市 維持管理課 北の脇海岸 6月11日（月）
　  〃       〃 北の脇海岸 6月23日（土）
　  〃       〃 今津海岸 7月1日（日）
　  〃       〃 出島海岸 7月16日（月）

◎ 小松島市 産業振興課 横須・金磯海岸 6月16日（土）

市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

四国中央市 建設部　港湾課 港務所 余木崎海岸　他 7月上旬
新居浜市 港湾課 垣生海岸 7月末
西条市 港湾課 高須海岸 7月上旬
今治市 本庁港湾管理課ほか各支所 織田ヶ浜海岸他22箇所 7月上旬～下旬
上島町 弓削総合支所　産業建設課　外 町内海岸全域 7月上旬外
松山市 空港港湾課 中島あみあげビーチ 7月中旬
松前町 生活環境課 塩屋海岸　他 8月中旬
伊予市 産業建設部道路河川課 新川海岸・北山崎海岸等 7月中旬
大洲市 長浜支所建設農林課 肱川河口海岸周辺 6月上旬～7月下旬
八幡浜市 水産港湾課 舌間海岸・諏訪崎海岸等 7月中旬
伊方町 建設課 町内海岸全域 7月上旬～下旬

○ 西予市 建設部建設課 市内海岸全域 7月8日（日）
愛南町 建設課 中浦湾周辺海岸沿い 7月中旬

徳島ブロック

○印：ブロック拠点地
◎印：全体拠点地

愛媛ブロック
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市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

高松市 河港課
男木島灯台周辺海浜地
一帯 6月3日（日）

丸亀市 建設課
丸亀市福島町一円
（丸亀港海岸）

6月17日（日）

○ 坂出市 企画課 沙弥周辺～大屋冨海岸 7月7日（土）
観音寺市 建設課 有明海岸 6月25日（月）

　  〃       〃
姫浜海岸・和田浜海岸・
和田海岸・箕浦海岸

7月1日（日）

　  〃       〃 花稲海岸・花稲漁港周辺 7月1日（日）
　  〃       〃 有明海岸 7月1日（日）
　  〃       〃 花稲海岸・花稲漁港周辺 7月29日（日）
　  〃       〃 花稲漁港周辺 7月17日（火）
さぬき市 建設課 興津海岸 6月17日（日）
　  〃       〃 江泊漁港周辺海岸 7月16日（月）
　  〃       〃 汐田海岸 7月16日（月）
東かがわ市 建設課 坂元地区海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 駅山地区海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 馬宿地区海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 引田漁港 6月24日（日）
　  〃       〃 田ノ浦海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 安戸海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 新川・小松原海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 松東海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 松西海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 東須賀海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 西須賀海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 横内海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 小浦海岸（番屋） 6月24日（日）
三豊市 港湾課 伊砂子海岸 5月27日（日）
　  〃       〃 父母海岸 6月10日（日）
　  〃       〃 久保谷海岸 6月24日（日）
　  〃       〃 家の浦海岸と父母海岸 6月30日（土）
土庄町 企画課 鹿島海水浴場 5月27日（日）
小豆島町 建設課 入部海岸 6月下旬
　  〃       〃 蒲生海岸 6月下旬
　  〃       〃 蒲野海岸 6月下旬
　  〃       〃 三都港周辺  6月・7月下旬
　  〃       〃 吉野崎海岸  7月上旬9月下旬
　  〃       〃 汐江海岸 6月3日（日）
　  〃       〃 水木海岸 6月下旬
　  〃       〃 瀬戸海岸 6月3日（日）
　  〃       〃 瀬戸海岸 ７月中旬
　  〃       〃 水木海岸 ７月下旬
　  〃       〃 内海湾内周辺一円 ７月中旬
　  〃       〃 浜条海岸  7月上旬10月上旬
　  〃       〃 二面海岸 7月中旬
直島町 建設経済課 垂水海岸 7月7日（土）又は7月14日（土）

　  〃       〃 外ケ浜海岸 7月7日（土）又は7月14日（土）

　  〃       〃 重石海岸 7月7日（土）又は7月14日（土）

宇多津町 建設課 宇多津新都市内護岸 5月27日（日）
多度津町 建設下水道課 海岸寺海水浴場 6月11日（月）
　  〃       〃 海岸寺海水浴場 6月7日（木）
　  〃       〃 海岸寺海水浴場 6月23日（土）

香川ブロック

○印：ブロック拠点地
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市町村名 担当課 実施予定場所 実施予定日

北九州市 総務経営課
いさんだの浜、やまえだの
浜

6月17日（日）

　  〃 総務経営課 門司港地区 未定

　  〃 総務経営課 門司港西海岸地区 未定

中津市 建設部都市計画課 大海田海岸 6月10日（日）

○
姫島村 建設課 村内海岸一円 7月21日（土）

別府市 建設部都市計画課
スパビーチ、上人ヶ浜、関
の江

7月15日（日）

佐伯市 建設部建設総務課 大入島 7月1日（日）

福岡・大分　ブロック

○印：ブロック拠点地
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