
平成30年度　第1回「ちゅら島環境美化全県一斉清掃」実績報告（各種団体）

団体名 実施日時 実施場所 参加者数（人） ごみ回収量(ｔ) 主な参加団体等

沖縄県商工会連合会(与那原町商工会) 平成30年6月13日 水曜日 商工会周辺 9 0.26

一般社団法人本部町観光協会 6月  町内全域 1,100 － 町民（各集落毎）

一般社団法人本部町観光協会 年中  国道４４９（大浜通り） 1 －

平成30年3月18日 日曜日 瀬長島 30 0.00

平成30年4月15日 日曜日 瀬長島 20 0.00

平成30年5月20日 日曜日 瀬長島 30 0.00

平成30年6月17日 日曜日 瀬長島 15 0.00

平成30年7月15日 日曜日 瀬長島 40 0.00

平成30年8月19日 日曜日 瀬長島 25 0.00

平成30年9月16日 日曜日 瀬長島 30 0.00

平成30年7月14日 土曜日 市道　シード線（西：グリーンランド～東：宮城産業交差点） 50 －  （一社）沖縄県建設業協会　八重山支部

平成30年7月25日 水曜日 新川川周辺 140 0.23 沖縄県八重山土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会八重山支部

国場川（爬龍橋付近） 300 4.20 沖縄県南部土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 那覇支部、南部支部

石川川遊歩道の除草・ゴミ拾い 300 － 沖縄県中部土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 中部支部、浦添西原支部

宇茂佐海岸 175 5.00 沖縄県北部土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 北部支部

平成30年8月30日 木曜日 国道390号、県道富野大川線、県道石垣空港線、産業道路 144 0.56 沖縄県八重山土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 八重山支部

県道77号線及び周辺県管理道路 300 4.80 沖縄県南部土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 那覇支部、南部支部

県道85号線アワセベイストリート清掃 300 0.90 沖縄県中部土木事務所、(一社)沖縄県建設業協会 中部支部、浦添西原支部

 国道449号　安和ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ～山入端地区 174 2.00 沖縄県北部土木事務所、（一社）沖縄県建設業協会北部支部

国道390号 182 － 沖縄県宮古土木事務所、（一社）沖縄県建設業協会宮古支部

市道松原29号線 49人 －  宮古島市建設部道路建設課、（一社）沖縄県建設業協会宮古支部

沖縄県清涼飲料協会（株式会社沖縄伊藤園） 平成30年6月2日 土曜日 10:00 ～ 12:00 美らSUNビーチ 12 －

平成30年6月17日 日曜日 21:00 ～ 22:00 コザミュージックタウン 10 0.26

平成30年6月30日 土曜日 21:00 ～ 22:00 コザミュージックタウン 10 0.20

平成30年7月7日 土曜日 21:00 ～ 22:00 沖縄市役所市庁舎前線広場 15 0.20

平成30年7月8日 日曜日 21:00 ～ 22:00 コザミュージックタウン 10 0.20

平成30年8月11日 土曜日 20:30 ～ 21:30 東南植物楽園 15 0.20 東南植物楽園

平成30年8月12日 日曜日 21:00 ～ 22:00 コザミュージックタウン 10 0.20 東南植物楽園

平成30年9月3日 月曜日 630 ～ 8:30 沖縄市コザ運動公園 30 2.03 沖縄市役所

いらぶ観光協会 平成30年8月5日 日曜日 9:00 ～ 佐良浜漁港 20 0.68

沖縄都市モノレール株式会社 平成30年8月10日 木曜日 17:40 ～ 19:00 ゆいレール沿線（市立病院前駅から壷川駅） 2 未集計 那覇市職員、ゆいレール愛好会、松島小学校サッカークラブ

平成30年7月14日 土曜日 8:00 ～ 9:00 那覇空港周辺 40 2.70 協会職員・那覇空港ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ労組

平成30年8月22日 水曜日 17:30 ～ 18:30 国際通り 60 1.35 一般社団法人未来を考える会

一般社団法人沖縄県産業廃棄物協会(青年部会) 平成30年6月2日 土曜日 豊崎美らSUNビーチ 20 0.53

一般社団法人沖縄県ビルメンテナンス協会 平成30年8月5日 日曜日 9：00～11：00 国際通り・久茂地周辺 167 0.70 会　員　・家族

平成30年6月3日 日曜日 10:00 ～ 11:00 (石垣)新栄公園周辺 6 0.32 たばこ卸組合、各たばこメーカー

平成30年6月10日 日曜日 9:00 ～ 10:30 (中部)胡屋大通り ～ ゲート通り 18 0.95 たばこ卸組合、各たばこメーカー

(那覇)パレット久茂地周辺 22 1.16 たばこ卸組合、各たばこメーカー

(南部)糸満ロータリー周辺 12 0.74 たばこ卸組合、各たばこメーカー

平成30年6月17日 日曜日 10:00 ～ 11:30 (北部)名護市街地 12 0.63 たばこ卸組合、各たばこメーカー

平成30年6月18日 月曜日 17:０0 ～ 18:30 (宮古)西里通り～下里通り 11 0.58 たばこ卸組合、各たばこメーカー

ライオンズクラブ３リジョン事務局 平成30年10月8日 月曜日 9:00 ～ 11:00 58号線旭橋交差点～名護（許田） 300 10.51

平成30年6月17日 日曜日 ドラックモリ通り 19 0.68 石川火力発電所、ゆいまーる事業所

平成30年7月15日 日曜日 世栄津橋～夫婦橋 18 0.68 石川火力発電所、ゆいまーる事業所

平成30年8月19日 日曜日 夫婦橋上流 20 0.68 石川火力発電所、ゆいまーる事業所

琉球放送株式会社 平成30年8月29日 水曜日 17:40 ～ 18:00 琉球放送周辺国道58号線道路沿い 20 0.14 久茂地松山大通り会

いひちゃー川を蘇生させる会

平成30年7月27日 金曜日

平成30年8月31日 金曜日

平成30年6月10日 日曜日 9:00 ～ 10:00

那覇クリーンビーチクラブ

一般社団法人沖縄県建設業協会

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会

一般社団法人　沖縄県レンタカー協会

沖縄県たばこ卸売事業協同組合


