
平成23年度　第2回「ちゅら島環境美化全県一斉清掃」実績報告

市町村名 実施日時 実施場所 参加者数 ごみ回収量 主な参加団体等
那覇市 12月18日(日) おもろまち駅周辺他 400人以上 市民生活安全課他85団体

宜野湾市 - -

石垣市 - -

浦添市 12月18日(日)9：00～14：00 各自治会及び周辺区域 27877
一般市民、市内の小中学校、浦添市商工会議所、
市内の各自治会

名護市 - -

11月20日(日)9：00～11：00 西崎町報得川沿い 30 0.75t　250袋 西崎町3丁目住民、3丁目夕日の会他

11月20日(日)9：00～12：00 パークタウン阿波根周辺 70 0.5t　200袋 自治会住民

12月4日(日)9：00～12：00 豊原自治会周辺道路 40 0.3t　100袋 自治会住民

12月10日(土)9：00～11：00 西﨑運動公園周辺 200 0.8t　200袋
糸満市シルバー人材センター、市職員、
スポーツ少年団、西﨑工業団地職員他

12月18日(日)9：00～11：00 西川公民館周辺 50 0.5t　150袋 自治会住民

12月18日(日)9：00～11：00 座波公民館周辺 100 1.0t　300袋 自治会住民

沖縄市 11月13日（土）9：00～12：00 市内各自治会地域内 2906 7180kg
市内各自治会　市内各小中学校
沖縄市クリーン指導員連絡協議会

豊見城市 - -

12月26日(月)15：00～17：00 安謝十字路～キャッスルハイランダー間 8 10袋 商工会

11月23日～12月1日　毎朝 石川川 1 0.05t 海施会

12月3日(土) みどり町5丁目地域 70 0.06t 住友生命うるま分館、第一生命

12月3日(土) 州崎 20 0.16t 具志川浄化センター施工協力会

12月7日(水) 海中道路 17 0.12t あやはし花と緑の会

12月1日～12月10日 赤野区内、石川港川区内、天願川 110 0.32t 赤野区民、石川港川区民、天願区民

12月4日(日) 川田区内 250 0.1t 川田区民

12月11日(日) 具志川区内 350 0.46t 具志川区民

12月11日～12月19日 天願川　海中道路　江州区内　世栄津森 50 0.13t
天願区民　石川松島区民
たまちゃんクラブ　江州区民

12月18日(日) みどり町内　石川宮前区 140 0.66t みどり町4，5丁目区民　石川宮前区民

12月17日(土)～12月18日(日)
川崎マングローブテラス　具志川海岸
　国場区内

254 0.17t
NPO法人マングローブEEクラブ　具志川区民
国場区民

12月17日(土)～12月18日(日) 南風原区内、やぶち島 50 0.13t 南風原区民　やけな区民

12月19日(月) 石川川 13 0.19t 石川梅の会

宮古島市 - -

12月10日(土)　15：00～17：00 国際331号線佐敷～登根間花壇の雑草取り 15 75袋 南城市さしき健走会

12月4日 つきしろ区内 20 つきしろ自治会

うるま市

糸満市



市町村名 実施日時 実施場所 参加者数 ごみ回収量 主な参加団体等
12月11日 湧稲国区内 102 湧稲国区内

12月18日 稲嶺区内 30 稲嶺区内

12月18日 玉城区内 55 玉城区内

12月18日 新原区内 61 新原区内

12月18日 海野区内 145 海野区内

12月18日 久原区内 80 久原区内

12月25日 堀川区内 35 堀川区内

国頭村 - -

大宜味村 - -

東村 - -

今帰仁村 - -

本部町 12月4日(日)8：00～12：00 町内一円 1565 各行政区住民

恩納村 10月～12月(自治会によって実施日海浜、河川、排水路、広場等 1000 不明 各字自治会

宜野座村 12月18日(日)9：00～13：00 村道、公園、公民館、海浜等 950 5ｔ
成人会、婦人会、青年会、こども会、老人会、
五十六会

5月29日(日) 各区部落内 各世帯1名以上 9840袋(45㍑) 町民

7月17日(日) 各区海浜 各世帯1名以上 9840袋(45㍑) 町民

10月30日(日) 各区部落内 各世帯1名以上 2544袋(45㍑) 町民

伊江村 - -

読谷村 - -

嘉手納町 - -

北谷町 12月18日(日)　9：30～11：00
美浜アメリカンビレッジ北谷公園
及び安良城公園周辺

501 550ｋｇ　128袋
北谷町公共施設管理公社・シルバー人材センター
クリーン指導員・スポーツ少年団等

北中城村 - -

中城村 11月5日(土)9：00～12：00 吉の浦海岸線一帯、浜漁港 1000 14t
一般住民、村青年会、漁港組合、村役場
(株)FM沖縄等

西原町 - -

与那原町 12月18日(日)　9：00～11：00 町内全域 997 2.9t 一般市民

南風原町 12月10日(土)　9：00～11：30
町道73、128、国道507、県道82号沿線、
黄金森公園

490 750kg 一般町民、町役場職員、一般企業

渡嘉敷村 1月29日(日)　14：00～16：00 渡嘉敷港周辺・集落内・一州マラソンコース沿い 150 7t
商工会・青少年交流の家・渡嘉敷校小中学校・
阿波連勝学校・地域住民

座間味村 12月18日(日)16：00～17：00 海浜公園並びに護岸周辺の清掃 177 210袋 一般村民　他

粟国村 12月18日(日)9：00～12：00 村集落内 200 500kgほど 一般村民、学校、役場

渡名喜村 12月11日(日)　9：00～12：00 漁港周辺及びヘリポート周辺清掃 73 1.5t 村民、沖縄電力、小中学校

南大東村 - -

南城市

金武町



市町村名 実施日時 実施場所 参加者数 ごみ回収量 主な参加団体等
北大東村 - -

伊平屋村 - -

伊是名村 12月17日(土)8：00～12：00 伊是名村全域 約150 草等10t　ごみ3t 一般村民、中学生等

久米島町 12月4日(日)8：30～17：00 久米島町集落内外一斉清掃 約1000 不明 町民、区長会等

八重瀬町 12月17日(土)9：00～15：00 国場川水あしび 196 910kg 一般市民等

多良間村 12月8日(土)　9：00～10：00 林集落内8ヶ所 90 40ｋｇ　2kg×20袋 各区こども会、保護者

竹富町 - -

与那国町 - -


