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

対 象 備 考

京都府 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの掲出

瀬戸内海環境保全推進ポスターを掲出すると
ともに関係機関に掲出を依頼

6月１日～30日 府民

大阪府 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの配付・掲出

瀬戸内海環境保全推進ポスターを配付し、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

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
開している。今年度は、昨年度同様、期間を
例年より２か月延長して９月末まで実施し、海
洋プラスチック問題に対する意識の高揚を目
指している。

5月30日～9月30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39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、普及啓発活動等を実施して
いる。

6月1日～7月31日 各種団体、一般県民等

奈良県 リバーウォッチングの開催 奈良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。
・講師

奈良県水生生物研究会
会長　谷　幸三氏

9、10月に実施予定 県内小学生 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。
・講師　県水資源政策課職員

９月～２月に実施
予定

県内小学生 県予算および大
和川水環境協議
会助成金で対応

和歌山県 ポスター配布・掲示 関係市町、庁内関係課室等に「瀬戸内海環
境保全推進ポスター」を配布し、掲示を依頼

6月1日～30日 関係市町、庁内関係課室、県
立保健所

岡山県 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 6～7月 自治会、町内会、子供会等の
各種団体

瀬戸内海環境保全推進ポ
スター配布

瀬戸内海環境保全推進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1日～30日 県民

広島県 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの掲示

環境保全月間をPRする啓発ポスターの掲示 6月1日～30日 県民

山口県 ポスター掲示 関係機関で瀬戸内海環境保全推進ポスター
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　99団体)

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

県広報誌への掲載 県広報誌「県庁だよりOUR徳島」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10日 一般県民

「瀬戸内海環境保全推進」
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
全推進」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

とくしま“SATOUMI”リー
ダー育成講座の開催

瀬戸内海等において里海づくりを牽引する人
材を育成する講座を全6回開催（予定）。

9月13日～11月21
日

市町村
関係機関等

特定非営利活動
法人環境首都と
くしま創造セン
ターとの共催

特定事業場等立入検査 6月2日 特定事業場3カ所 環境保健研究
6月11日 特定事業場5カ所 センター

6月17日 特定事業場2カ所

6月18日 特定事業場6カ所

6月22日 特定事業場1カ所

「令和2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）

兵庫県

徳島県

香川県 pH、BOD、COD、SS等（有害物質項目も含
む）排水検査の実施
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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

6月24日 特定事業場10カ所

6月25日 特定事業場5カ所

6月30日 特定事業場5カ所

7月16日 特定事業場2カ所

環境キャラバン隊 環境保全に関する出前講座（水質調査） 6月29日 丸亀市立城神小学校
116人

かがわ里海大学
「海の生き物観察講座～
磯の生き物編～」

海や海辺の生き物の観察を通して、生物の多
様性や、里海への関心を深める講座。

6月20日（土）
2会場（高松市、三
豊市）で同時開催

県民 主催する協議会
に参加

かがわ里海大学
「森と海のつながり体験講
座」

森の役割（水源涵養の役割など）から海との
つながりをフィールドで体験し学ぶ講座。

6月27日（土） 県民 主催する協議会
に参加

「海を守り育てよう＆さぬ
きっ子環境スタディ」展

香川県立図書館で、県内の海岸情報をまとめ
た「海辺のおでかけマップ」や、海ごみに関す
る資料を展示。

5月26日（火）～6月
28日（日）

県民 環境管理課

さぬき瀬戸パートナーシッ
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 河川砂防課

ポスターの配布・掲出 「瀬戸内海環境保全推進」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 「瀬戸内海環境保全推進」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1日～30日 ― ―

パネル展示 環境保全に係るパネル展示 ６月15日～６月19
日

来庁県民 愛媛県
南予地方局
庁舎内

松前町職員による塩屋海
岸一斉清掃

町職員による海岸清掃実施 6月5日 職員（50名程度） 松前町

福岡県 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの配付及び掲示

・関係市町村等に対してポスターを送付し、
掲示を依頼した。
・環境保全課内でポスターの掲示を行った。

6月３日 関係部局、市町村、教育委員
会、県立高等学校
（計１１７枚）

大分県 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの配付及び掲示

ポスターを配布し掲示を依頼 6月１日～30日 大分県内の保健所、各市町村
（大分市を除く）に配布（約180
枚）

京都市 洛西の河川を美しくする会
美化清掃活動

小畑川（大枝橋～新上里橋）・善峰川（紅葉
橋～石見橋）の清掃活動

9月12日（土）に実
施予定

約130名
洛西の河川を美しくする会が
主催で開催。

大阪市 「瀬戸内海環境保全推進」
ポスターの掲出

本課庁舎内に「瀬戸内海環境保全推進」ポス
ターを掲出した。

6月１日～30日 本課庁舎を訪れた方

堺市 「瀬戸内海環境保全月間」
の広報

「瀬戸内海環境保全推進」ポスターの掲出 6月１日～30日 市民

岡山市 令和２年度環境月間パネ
ル展

瀬戸内海環境保全推進ポスターを含む環境
保全に関する普及・啓発を呼びかけるポス
ター・パネル展
・実施場所：
　岡山市役所本庁舎　１階市民ホール

6月5日 一般市民及び市職員

広島市 ポスターの配布・掲出 「瀬戸内海環境保全推進」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 新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止

自然海浜を守ろう　「クリー
ンアップ大作戦」

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止

豊中市 瀬戸内海環境保全推進ポ
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

香川県

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

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 瀬戸内海環境保全推進ポ
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
22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

寝屋川市 「瀬戸内海環境保全推進」
のポスター掲示

事務室における「瀬戸内海環境保全推進」を
ポスター掲示した。

6月1日～30日 来庁者

東大阪市 瀬戸内海環境保全推進ポ
スターの掲示

窓口にポスターを掲示し、来庁者にPRした。 6月1日～30日 来庁者 月間以降も掲示
中

尼崎市 「瀬戸内海環境保全推進」
ポスターの掲示

尼崎市環境保全課接客ブース及びエレベー
タ前にポスターを掲示した。

6月1日～ 尼崎市関係者、関係事業者 継続中

「瀬戸内海環境保全推進」
ポスターの配布及び掲示
依頼

尼崎市立小学校及び中学校に「瀬戸内海環
境保全推進」ポスターを配布し、掲示を依頼
した

令和２年6月上旬に
送付、掲示依頼期
間は特に指定せず

尼崎市立小学校児童、中学校
生徒

令和３年度「瀬戸内海環
境保全推進」ポスターの公
募依頼

尼崎市立小学校及び中学校に令和３年度
「瀬戸内海環境保全推進」ポスター公募を依
頼した

令和２年６月上旬 尼崎市立小学校児童、中学校
生徒

個人用、団体用
とも送付

明石市 ポスターの掲出 「瀬戸内海環境保全推進」ポスターの掲出 6月1日～30日 来庁市民・事業者

「瀬戸内海環境保全推進」
ポスターの配布・掲示によ
る啓発

小学校（市内43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～30日 小学生の児童及び市民等

市内事業者に対する立入
調査

 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4日 市内事業者

奈良市 「瀬戸内海環境保全推進」
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（35カ所）

６月1日～30日

「瀬戸内海環境保全推進」
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
55校

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4日、18日
 

河川周辺の工場(17工場)

倉敷市 ポスターの掲示・配布 「瀬戸内海環境保全推進」ポスターの配布及
び掲示

令和２年６月１日～
３０日（掲示期間を
環境保全月間のみ
に限定せず、以降
も掲示を依頼）

市内57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。

呉市 環境保全ポスターの掲示 環境保全ポスターを市役所内及び環境パネ
ル展で掲示し、来庁者に周知する

6月中 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
・福山市東部市民センター
・福山市新市支所

6月1日～6月30日
6月1日～6月30日
6月1日～6月30日
6月1日～6月１8日

一般市民

企画展
「買い物にはマイバッグ
を！]

レジ袋有料化に伴うマイバッグ利用促進
・ローズコム１F
・かんなべ市民交流センター
・まつなが市民センター

6月22日～7月9日
7月9日～8月12日
8月12日～9月9日

一般市民

西宮市

和歌山市

福山市
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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

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

高松市 環境展 高松市におけるごみ減量、リサイクル、省エネ
等の環境保全活動の普及・啓発に関する取
組を紹介するためのパネル展示を実施。
（海洋ごみに関するパネルを展示）
・高松市ＩＫＯＤＥ瓦町で開催

6月9日～15日 一般市民 高松市環境局の
みのパネル展示
＊コロナ対策の
ため規模縮小

松山市 「瀬戸内海環境保全推進
ポスター」の掲示

小学校を含む市有施設に「瀬戸内海環境保
全推進ポスター」を掲示した

6月1日～6月30日 市民
小学生

(一財)広島県
環境保健協会 憩いの広場づくり（草刈り） 6月6日 みくまり峡

主催：府中北小学校
区公衆衛生推進委員
会

ふれあいの路づくり（草刈り） 6月12日
府中小学校前土手　公衛協管
理の花壇

主催：府中小学校区
公衆衛生推進委員会

おおたけクリーンキャンペーン 6月10日～6月30日 大竹市内 主催：大竹市公衛協

生活空間の美観の確保と快適な環境づくり活
動

6月5日 世羅町道　信宗線
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

生活空間の美観の確保と快適な環境づくり活
動

6月6日 世羅町道　信宗線
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

生活空間の美観の確保と快適な環境づくり活
動

6月7日 世羅町道　信宗線
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

河川清掃（伊尾地区） 6月7日 甲斐村井関　矢多田川左岸
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

一斉清楚（東地区） 6月7日 東地区全域
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

一斉清楚（伊尾地区） 6月2日 伊尾地区全域
主催：世羅町公衆衛
生推進協議会

不法投棄監視パトロール 6月10日
安芸高田市甲田町内(高田原地
区・小原地区・甲立地区)

主催：安芸高田市公
衆衛生推進協議会甲
田支部

不法投棄重点箇所パトロール（不法投棄看
板・不法投棄禁止ネット周辺草刈）

6月16日
安芸高田市甲田町内（市道柳原
線・市道池ノ内線・県道広島三次
線）

主催：安芸高田市公
衆衛生推進協議会甲
田支部

不法投棄監視パトロール（不法投棄看板・不
法投棄禁止ネット周辺草刈）

6月20日
安芸高田市甲田町内(市道柳原
線・市道池ノ内線・県道広島三次
線・国道54号線)

主催：安芸高田市公
衆衛生推進協議会甲
田支部

アドプト活動 6月17日 明石除雪倉庫周辺

主催：廿日市市公衆
衛生推進協議会・廿
日市市佐伯公衆衛生
推進協議会

八次地区不法投棄パトロール 6月11日 八次地区内
共催／協力：三次市
公衆衛生推進協議会

春の町内一斉清掃活動 5月24日～6月21日 酒屋地区内
主催：三次市公衆衛
生推進協議会

草刈作業 6月21日 和知町内道路
共催／協力：三次市
公衆衛生推進協議会

国兼川土手草刈作業 6月27日 国兼川土手
共催／協力：三次市
公衆衛生推進協議会

総領地区　河川清掃 6月7日 総領町内
主催：総領地区公衆
衛生推進協議会

北地区一斉春のクリーンキャンペーン 6月7日 川北町、門田町、濁川町
主催：北支部公衆衛
生推進協議会

第４６回春のシティークリーニング
4/26、5/31、6/7、
6/14、6/28

旧尾道市9地区 主催：地区公衛協

第４６回春のシティークリーニング
4/26、5/31、6/7、
6/14、6/28

瀬戸田地域全域 主催：地区公衛協

第４６回春のシティークリーニング
4/26、5/31、6/7、
6/14、6/28

向島地域全域 主催：地区公衛協

春の不法投棄防止キャンペーン 6月5日～6月24日 尾道市内
主催：地区公衛協・尾
道市公衛協・尾道市
環境指導員協議会

春の不法投棄防止キャンペーン 6月5日～6月24日 因島地域 主催：地区衛生組合

春の不法投棄防止キャンペーン 6月5日～6月24日 御調地域 主催：地域公衛協

水辺の学習（御調中央小学校） 6月12日 御調中央小学校
主催：尾道市公衛協・
御調中央小学校

「公衛協発　ひろしま美化
大作戦」 6月の海の美化
活動につながる取り組み
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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

水生生物観察会 6月16日 栗原小学校
主催：栗原地区公衛
協、栗原小学校

門田川水辺教室 6月17日 御調川中流（丸河南橋下）
主催：尾道市公衛協・
御調西小学校

(一財)広島県
環境保健協会 門田川水辺教室 6月29日 藤井川河流（成楽橋周辺） 主催：藤井川を守る会

前空駅前ロータリー美化 4月5日～7月12日 ＪＲ前空駅前　ロータリー
主催：大野第4区環境
部会

区内一斉清掃 6月21日～7月12日 大野第4区全域 主催：大野第4区

区内一斉清掃 6月14日 大野第九区　一円 主催：大野第九区

(公社)山口県
快適環境づく
り連合会

ポスターの掲示 事務局内に「瀬戸内海環境保全推進ポス
ター」を掲示

5月26日～8月31日

ポスターの掲示依頼 「瀬戸内海環境保全推進ポスター」の送付及
び掲示依頼

6月1日～30日 山口県内19市町の環境衛生
組織と7健康福祉センター管内
環境衛生連絡協議会

「公衛協発　ひろしま美化
大作戦」 6月の海の美化
活動につながる取り組み
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