
団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

瀬戸内海環境保全月間ポ
スターの配付・掲出

瀬戸内海環境保全月間ポスターを配付し、掲
出した。

6月１日～30日 府内市町村（会員除く）
庁内関係課
関係団体

大阪湾の環境保全普及啓
発活動

「チリメンモンスター」を使った普及啓発活動
を行った。
あわせて大阪湾環境保全協議会が環境保全
のために作成した「チリモンととあわせ」のパネ
ル展示を行った。

６月９日開催の「エ
コあまフェスタ
2018」へ出展

大阪湾沿岸住民 大阪湾環境保全
協議会として実
施

クリーンアップひょうごキャ
ンペーン

クリーンアップひょうごキャンペーン推進協議
会が主催し、団体・地域住民・行政等が連携
して、環境美化キャンペーンを県内各地で展
開した。

5月30日～7月31日 市町、一般県民等

3000万人瀬戸内海クリー
ン大作戦

瀬戸内海環境保全知事・市長会議（瀬戸内
海沿岸域38府県市で構成）が主催し、瀬戸内
海に関係する団体・行政等の協力のもと、瀬
戸内海及び同沿岸並びに流入する河川にお
けるごみの回収、普及啓発活動等を行った。

6月26日～8月24日 各種団体、一般県民等

リバーウォッチングの開催 奈良県県下の河川において、水生生物調査
や捕獲した水生生物を指標にした川の水質
判定等の自然観察会を開催。
・期間中　４回
・講師　奈良県水生生物研究会
　　　　  会長　谷　幸三　氏

6月1日、5日、8日、
27日

小学生（県内4校、計240名） 県予算および大
和川水環境協議
会助成金で対応

出前講座の開催 奈良盆地を流れる大和川水系河川の治水、
環境についての講義。洪水対策や、生活排
水対策などを学ぶ。
・期間中　２回
・講　師　県河川課職員

６月19日、22日 小学生（県内2校、計103名） 県予算および大
和川水環境協議
会助成金で対応

自然海浜保全地区内の清
掃

自然海浜保全地区の清掃活動を実施 ６月～７月 自治会、町内会、子供会等の
各種団体

瀬戸内海環境保全月間ポ
スター配布

瀬戸内海環境保全月間ポスターを掲示すると
ともに、市町村や関係機関に配布

６月中 県民

「環境の日」ひろしま大会 ○大会式典の実施
（平成30年度ひろしま環境賞，平成30年度環
境月間ポスター表彰）
○ 環境活動展示
○ 環境紙芝居
○ パネルの展示
○ 環境クイズラリー　等

6月3日 県民 主催：「環境の
日」ひろしま大会
実行委員会（県
は実行委員会構
成員）

リフレッシュ瀬戸内 ○美しい瀬戸内を守っていくことを目的に、平
成５年度から毎年、瀬戸内海沿岸域で清掃活
動を実施。
期間中に13市町41ヶ所で実施予定

６月～８月 県民 主催：瀬戸内・海
の路ネットワーク
推進協議会（県
は会員）

環境月間ポスター展 ○小学生，中学生，高校生等の児童・生徒を
対象に，環境月間ポスターを募集し，入賞作
品を県内3ヵ所で巡回展示

６月中 県民

環境啓発懸垂幕及びポス
ターの掲示

○環境月間をＰＲする啓発用懸垂幕及びポス
ターの掲示

６月中 県民

ポスター掲示 瀬戸内海環境保全月間ポスターを掲示 6月1日～30日 山口県瀬戸内海環境保全協
会の会員（自治体・関係団体・
工場・事業場100団体）

テレビスポット放送 瀬戸内海環境保全月間についての啓発（23
回放映）

6月1日～30日 一般県民 主催：山口県瀬
戸内海環境保全
協会（県は会員）

太陽光インフォメーション
システム情報発信

県下７ヶ所のインフォメーションシステムに瀬
戸内海環境保全月間に関する情報を発信

6月1日～30日 一般県民 主催：山口県瀬
戸内海環境保全
協会（県は会員）

懸垂幕の掲示 県有施設及び市有施設で瀬戸内海環境保全
月間に関する懸垂幕を掲示（H29年入選者の
標語等を掲示）

6月1日～30日 一般県民 主催：山口県瀬
戸内海環境保全
協会（県は会員）

標語、川柳の募集 瀬戸内海の環境保全等をテーマとした標語・
川柳を募集（後日、入選者の表彰）

6月1日～30日 一般県民及び県瀬戸協会員 主催：山口県瀬
戸内海環境保全
協会（県は会員）

広島県

「平成30年度瀬戸内海環境保全月間」行事実施状況（自治体・各種団体等）

大阪府

兵庫県

奈良県

岡山県

山口県

- 1 -



団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

県や市町が開催する環境
イベントにおける普及啓発
資材の配布

啓発資材の配布など 6月1日～30日 一般県民 岩国環境フェス
タ等

ラジオによる広報 ラジオ3局で放送される県からのお知らせにお
いて、瀬戸内海環境保全月間について広報
を行った。

6月1日～30日 一般県民

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスター配布・提出

市町村及び関係機関等に「瀬戸内海環境保
全月間」ポスターを配布し、掲出を依頼した。

6月1日～30日 市町村関係機関等

特定事業場等立入検査 pH、BOD、COD、SS等（有害物質項目も含
む）排水検査の実施

６月１日

６月７日

６月１４日

特定事業場2カ所

特定事業場4カ所

特定事業場4カ所香の川創生事業 環境保全に関する出前講座（水生生物調査） 6月8日
6月29日

綾川町立羽床小学校
綾川町立綾上小学校

25人
32人

環境キャラバン隊 環境保全に関する出前講座（水質調査）
環境保全に関する出前講座（水生生物）

6月11日
6月26日

高松市立仏生山小学校
東かがわ市立大内小学校

86人
75人

詰田川河口の清掃活動 詰田川河口の漂流･漂着ごみ（空き缶、ペット
ボトル、ビニール類等）を回収する。

6月13日 環境保健研究センター職員 27人

かがわ里海大学「里海学
びの講座」

里海・里山の環境、生き物、自然と共生してき
た文化・歴史など多角的な視点から里海での
暮らしにアプローチする講座を開講。

第3回　6月1日 県民 主催する協議会
に参加

里海パネル展 瓦町ＦＬＡＧ８階市民交流プラザＩＫＯＤＥ瓦町
で里海パネル展を開催。

6月22日～28日 県民 出展

かがわ里海大学「里海の
恵み料理教室」

海の幸・山の幸を使った料理実習を通じて、
里海・里山の良さや課題を体感する講座。

6月24日 県民 主催する協議会
に参加

リフレッシュ瀬戸内 瀬戸内海沿岸の自治体が主体となり清掃活
動を実施する。

6月～8月 地域住民などの団体

さぬき瀬戸パートナシップ
事業

香川県が管理する海岸の一定区間で行われ
る清掃などの美化活動

通年 地域住民などの団体

ポスターの配布・掲出 「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの配布・掲
出

６月１日～30日 来庁県民 県関係各庁舎内
に掲出

ポスターの掲出 「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの掲出 6月1日～30日 来庁市町民 各市町の庁舎内
に掲出

水質調査 県内の河川・海域での採水及び分析調査 6月中 ― ―

不法投棄防止対策推進協
議会

関係機関による不法投棄防止対策の取組等
について協議

6月29日 ― 愛媛県
東予地方局
今治支局

パネル展示 リサイクル、地球温暖化等に係るパネル展示 ６月11日～６月15
日

来庁県民 愛媛県
南予地方局
庁舎内

ボランティア清掃 草刈り・空き缶の収集
（大明神川土手）

6月2日 市民 西条市

郷土を美しくする清掃 塩屋海岸と北黒田・新立海岸で清掃活動を
実施

6月2日 町民(約2,000人） 松前町

石畳ホタル観察会 石畳小学校前の麓川でホタル観察会を実施
・講　師　石畳を思う会　大木氏

6月9日 小学1～2年生とその保護者
（40名程度）

石畳を思う会、
石畳活動組織、
NPO内子未来づ
くりネットワークと
共催
（内子町）

お祭り前吉田クリーン作戦 横堀河原、鶴間川ほか吉田町中心部の清掃
活動

6月23日 市民他 宇和島市

山口県

徳島県

香川県
（環境保健研
究センター）

香川県
（環境管理課）

香川県
（河川砂防課）

愛媛県
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団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

公害防止パトロール 水濁法届出特定施設への立ち入り調査 ６月14日、18日、28
日

特定施設3施設

小学生の体験学習 水の汚れの観察 ６月８日 小学生（130名程度）

山科区2万人まち美化作
戦

各学区、各種団体による一斉清掃 6月3日 山科区全世帯数の1/3の参加
により実施（約4,000名が河川
清掃を実施）

醍醐地域一斉清掃 醍醐支所，醍醐寺，春日野小学校までの山
科川土手等を清掃

6月9日 醍醐地域各種団体423名

大阪市 「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの掲出

本課庁舎内に「瀬戸内海環境保全月間」ポス
ターを掲出した。

６月１日～30日 本課庁舎

岡山市 環境月間パネル展におけ
る
水質保全啓発

○ポスターの展示
　・瀬戸内海環境保全月間啓発ポスター
　・児島湖流域環境保全推進ポスターコン
クール募集案内
○ 水質保全啓発資材（エコスクレーパー等）
の配布

6月1日 岡山市役所に来庁された岡山
市民の方ほか

平成29年度より

広島市 ポスターの配布・掲出 「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの配布・掲
出

6月１日～30日 来庁市民等 本市関係課等に
おいて掲出

北九州市 曽根干潟クリーン作戦 曽根干潟の生態系を崩さないための清掃活
動。
ごみ拾いをすることを通して、ふるさとに対す
る愛着をもち、環境を守ろうとする心情を培う
（郷土愛・環境保全・生命尊重・資源の有効活
用）。

ごみ収集量　1,410kg

6月12日 一般市民、保育園、曽根東小
学校ＰＴＡ、小学生、日本野鳥
の会、曽根東市民センター、漁
協、ギラヴァンツ北九州　他

参加人数 673人

年2回、6月と10
月に実施

豊中市 瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの掲示・配布

庁内にポスターを掲示。
小学校にポスターを配布し、掲示を依頼。

６月１日～６月３０日 市民
小学校41校

高槻市 ポスター掲示 ポスターの掲示 6月1日～30日 市民

枚方市 瀬戸内海環境保全月間ポ
スターの配布・掲出

市関係施設及び瀬戸内海環境保全特別措
置法対象事業所にポスターを配布し、掲出を
依頼

６月１日～30日 支所・図書館等の市関連施設
23カ所

瀬戸内海環境保全特別措置
法対象事業所のうち9事業所

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの配布・掲示

・庁舎内にポスターを掲示。
・要望に応じ配布。

6月1日～30日

環境学習支援 小学4年生の環境学習カリキュラムの中で、河
川の水の透視度とCODパックテストによる測
定等を体験してもらう。

６月8日、12日 市内小学生

エコあまフェスタ2018 環境について活動している団体と市民が一緒
に楽しみながら環境について考えるイベント

6月9日 誰でも参加可能 あまがさき環境
オープンカレッジ
実行委員会・尼
崎市が主催

ゴミレスキュー隊トングマン 阪急塚口駅周辺のごみを拾う 6月7日、14日、21
日、28日

誰でも参加可能 あまがさき環境
オープンカレッジ
実行委員会・尼
崎市が主催

「たそがれクリーンキャン
ペーン」開催

地域事業者、市民、行政、三者協働の取組み
として、市内主要駅周辺での清掃美化活動の
推進（ボランティア清掃）
・期間中２回設定中、１回開催
・実施場所
　　JR尼崎駅前（雨天のため中止）
　　阪急武庫之荘駅前

６月8日
JR尼崎駅前
（雨天のため中止）

6月15日
午後6時～
1時間程度
阪急武庫之荘駅前

尼崎市内、地域事業者、社会
福祉法人尼崎社会福祉協議
会、一般市民、尼崎市職員な
ど

6月8日
JR尼崎駅前（雨
天のため中止）

6月15日（金）
阪急武庫之荘駅
前参加者数
166名

明石市 ポスターの掲出 「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの掲出 6月1日～30日 来庁市民

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの配布・啓発

小学校（市内41校）へ瀬戸内海環境保全月
間の旨を通知し、ポスターの掲示を依頼す
る。

6月1日 小学生

大分県

京都市

八尾市

尼崎市

西宮市
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団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

市内事業者に対する立入 市内事業者に対する立入 西宮市環境保全
協定締結事業者等に対し、立ち入り調査を行
う。

６月 市内事業者

奈良市 「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの配布・掲出

出張所、行政センター、市立図書館、公民館
に掲示を依頼

６月1日～30日

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターの配布・掲示

小学校、関係課にポスターを配布し、掲示を
依頼。

6月１日～30日 市内の小学校
57校

街頭啓発 生活排水対策の啓発活動
内容：
　啓発物の配布、アクリルタワシの手編み、
　生活排水対策クイズ、パネル展示等
配布物品：
　水切りネット（2,000個）
　シール(243枚)外

6月2日、23日 市民
（約2,000人）

環境月間展示 生活排水対策の啓発活動
内容：
　　生活排水対策、
　　紀ノ川の源流等パネル展示、
　　DVD上映、啓発物の配布、
　　生活排水対策クイズ
配布物品：
　　水切りネット（147個）外

6月11日～15日 市民

環境月間パトロール 河川周辺の工場へ立入調査及び排水口にお
ける水質調査を実施。

6月11日、14日
 

河川周辺の工場(16工場)

リフレッシュ瀬戸内 沙美海水浴場における清掃活動 ６月24日 地元小・中・高校生、町内会、
企業等（約100名）

くらしき環境フェスティバル
及び講演会

環境保全に関する啓発イベント及び講演会 ６月2日、９日 市民

ポスターの掲示・配布 「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの配布及
び掲示

6月1日～30日 市内59箇所の公民館、児童
館、図書館、市役所の支所等
に掲示を依頼

環境保全ポスターの掲示 環境保全ポスターの掲示 6月中 一般市民

海上パトロール 呉海上保安部の巡視船に同乗して、海上から
沿岸の不法投棄を監視する。

6月29日 呉市沿岸 雨天により中止

環境保全ポスター展 広島県及び福山市の環境保全ポスター優秀
作品の展示
・ローズコム1階市民ホール

6月23日～27日
（県）
6月8日～29日（市）

一般市民

環境啓発懸垂幕等掲示 環境月間をＰＲする啓発用懸垂幕・横断幕の
掲示
・福山市役所本庁舎
・福山市西部市民センター
・新市支所

6月1日～29日 一般市民

イベント「福山の環境を守
ろうデー２０１８」

外来種に関する学習、ecoちゃれんじ講座、リ
ユース市、エコに関するイベント等

6月3日 一般市民（約800人）

「芦田川を守る日」一斉清
掃

芦田川をはじめと市内の一斉清掃を実施 6月3日 一般市民（約14,000人）

下関市 啓発用懸垂幕の掲示 瀬戸内海環境保全意識の高揚を図るため、
本市環境部庁舎において、啓発用の懸垂幕
を掲示

6月1日～30日 市民

リフレッシュ瀬戸内 男木島灯台周辺海浜地の清掃活動 6月10日 男木町住民ほか一般（120名）

高松市海岸線及び島嶼部
監視パトロール事業

海岸線・島嶼部のパトロール及び海岸漂着ご
みの調査

6月5日 参加者
環境省、香川県、本市関係部
署の職員（14名）

福山市

高松市

西宮市

和歌山市

倉敷市

呉市
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団 体 名 事 業 の 名 称 事 業 の 概 要
期 間 又 は
実 施 日

対 象 備 考

（一社）兵庫県
保健衛生組織
連合会

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスター配布・掲示

「瀬戸内海環境保全月間」
ポスターを９支部へ配布し掲示を依頼

６月１日～６月30日

水辺の教室 小学校において環境についての講話をおこ
ない、その後祓川にて水生生物観察を行っ
た。

6月1日 祓郷小学校
小学生18名

海辺の教室 長井浜にて清掃活動を行った。 6月6日 今元小学校
小学生100名

今川清掃活動 今川において清掃活動を河川流域行政区で
一斉に行った。

6月3日 行政区
300人

（公財）福岡県
地区衛生連合
会
（行橋みやこ
地区衛生連合
会）
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