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令和３年度富山県県土美化推進運動実施要領 

１ 趣旨 

  富山県県土美化推進運動要綱に基づき、令和３年度の県土美化推進運動を次のとおり実施する。 

 

２ 主唱 

  富山県、市町村及び富山県県土美化推進県民会議 

 

３ 推進標語 

  「すすめよう ごみのない美しいまちづくり」 

 

４ 主要運動及び推進期間 

（１）まちやむらを美しくする運動 

    令和３年４月１日～５月31日 

    特に４月４日から10日までを「県土美化強調週間」とし、５月30日を「ごみゼロの日」とする。 

 

（２）川をきれいにする運動 

    令和３年６月１日～６月30日、９月１日～９月30日 

    特に６月６日を「県土美化の日」とする。 

 

（３）山や海岸をきれいにする運動 

    令和３年７月１日～８月31日 

    特に７月４日を「海岸美化の日」とし、８月１日を「自然公園クリーンデー」とする。 

 

（４）空カンゼロ運動 

    令和３年９月１日～９月30日 

    特に９月19日を「空カンゼロの日」とする。 

 

５ 実施事業 

（１）県の事業 

    本運動の総合企画及び全県的な推進を図るため、次の事業を実施する。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ 県民に対し、本運動の趣旨を啓発し、美化意識の高揚を図る。 

   ・ 美化意識の高揚を図るため、小・中学生からポスターの募集を行い、優秀作品の展示を行う。 

   ・ 環境に対する認識を一層深め、環境保全行動の実践の定着・拡大を図る啓発用資材を整備する。 

   ・ 市町村や報道機関の協力を得て、県土美化意識の普及啓発に努める。 

   ・ 地域団体や企業等に清掃活動を呼びかけ、その活動の情報をウェブサイトで発信し、県内各地

での取組みの拡大を図る。 

  

   イ 清掃美化活動の推進 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新しい生活様式」を踏まえて、次の活動を推進する。 

    ・ 清掃活動にスポーツを掛け合わせ、チーム競技としての楽しさを加えた「スポＧＯＭＩ大会」

の普及により、清掃活動の活性化を図る。 

   ・ 無料ごみ拾いアプリを活用し、ごみ拾い写真の投稿を呼びかけることにより、自主的な清掃活 

    動の促進を図る。 

   ・ 無料ごみ拾いアプリにより投稿された県内の清掃活動を見える化したウェブサイトのＰＲを通

して、清掃活動の参加者数増加や活性化を図る。 
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 ・ 地域の清掃美化活動に貢献し、他の模範となる個人や団体を県土美化推進功労者として表彰し、 

  その功績を称える。 

 ・ 快適でうるおいのある海岸環境を創出するため、６月１日から９月30日までを県民大運動「み

んなできれいにせんまいけ大作戦」の期間とし、沿岸市町及びその上流エリア・関係団体等と連

携して、流域一体となった清掃美化活動を行う。 

   ・ 県職員が率先して県土美化推進運動に取り組む姿勢を示すため、職員による庁舎周辺地区の清 

    掃美化活動を行う。 

 

  ウ 再資源化の促進 

 ・ 容器包装廃棄物の再資源化の促進のため、事業者及び市町村と連携協力し、スーパーマーケッ

ト等における拠点回収及び住民団体の集団回収による容器包装廃棄物の分別収集の促進を図る。 

   ・ 民間事業者等による資源物の回収拠点を富山県認定エコ・ステーションとして認定し住民に啓

発することで、資源物の回収を促進する。 

 

エ 廃棄物不法投棄の監視、指導 

   ・ 専従の産業廃棄物監視指導員による不法投棄の監視パトロールを行うとともに、富山県廃棄物

不法処理防止連絡協議会を通じて市町村、関係団体と連携協力し、不法投棄の防止及び原状回復

に努める。 

   ・ とやま不法投棄監視パートナーの募集・登録により、官民挙げての不法投棄の監視、未然防止

を図る。 

 

  オ ごみ減量化の推進 

     ・ 県民と協働で環境配慮行動に積極的に取り組む小売店舗を登録する「とやまエコ・ストア制度」

をより一層推進するため、引き続き本制度の普及・拡大を図るとともに、取組み実績等の効果的

なＰＲ等を実施する。 

新 ・ プラスチックごみの排出抑制を図るため、プラスチック製食品容器について、スーパー等の事

業者を対象にノートレイや紙、バイオマスプラスチック等の代替容器への転換を推進する。 

新 ・ 家庭での食品ロス削減の取組みを促進するため、未利用食品を福祉団体等へ寄付するフードド

ライブの実施を関係団体などに呼びかけ、リレー形式で実施する。 

   

  カ 海岸漂着物等対策の推進 

   ・ 漂着ごみの量や組成について経年的に情報収集するためのモニタリング調査を実施する。 

  ・ マイクロプラスチックの発生抑制対策の検討に活用するため、県内河川や富山湾において、マ

イクロプラスチックの流出・漂流に関する実態把握調査を実施する。 

   ・ 海岸管理者、関係機関、団体等と連携し、海岸漂着物等の回収・処理を実施するとともに、親

子等を対象とした海岸清掃体験バスツアーを実施する。 

   ・ 河川周辺での廃棄物の適正管理・処理を呼びかけるとともに、不法投棄の多い河川敷等におい

て市町村・住民と連携して「重点パトロール」を実施する。 

・ （公財）環日本海環境協力センターと連携して、漂着物の調査活動、発生抑制対策に関する学

習会を実施するほか、漂着物アート展の開催等を通じて、県民の漂着物に関する理解促進や海岸

美化意識の高揚を図る。 

新 ・ 海洋ごみの原因となる「街なかの散乱ごみ」等について、デジタル技術等を活用した県民参加

型の実態調査を実施し、地域や業界と連携した発生抑制対策に取り組む。 

 

（２）市町村の事業 

    地域の実情に即した実施計画を策定し、本運動を推進するとともに、次の事業を実施する。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ 広報紙等により、地域住民に対して本運動の趣旨の徹底を図る。 

   ・ 観光地、河川、海岸等公共の場所をきれいにするよう、看板、ポスターの掲示等を行い、モラ

ルの高揚に努める。 
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  イ 清掃美化活動の推進 

   ・ 本運動に対する理解を深めるため、自治会、関係団体等に対する説明会を開催し、清掃美化活

動への積極的な参加、住居周辺の清掃、花や緑の植栽等についての協力を求めるとともに、廃棄

物の収集、処分方法等の周知を図る。 

   ・ 地域住民、企業、各種団体の協力を得て、「県土美化の日」等の統一行動日に一斉清掃を行うな 

ど地域の公園、道路、河川、海岸等の環境美化に努める。 

 表３の予定により、各市町村による清掃美化活動を進める。 

 

ウ アダプト・プログラム事業の推進 

   ・ 海岸や公園等において、地域住民等が主体となった継続的な活動が期待できるアダプト・プロ

グラム事業を推進し、行政と地域住民との協働体制づくりを進める。 

   

   エ 再資源化の促進 

   ・ ごみの再資源化を促進するため、分別収集の徹底や再資源化体制の整備を図る。 

   

  オ 廃棄物不法投棄防止の監視、指導 

   ・ 関係者と協力して地域のパトロールを行い、不法投棄の防止及び原因者に対する指導を行う。 

 

（３）富山県県土美化推進県民会議の事業 

    構成団体の密接な連携のもとに本運動を総合的に推進するため、次の事業を実施する。 

 

  ア 広報啓発活動の推進 

   ・ 広く県民に県土美化意識の啓発を図るため、各団体の状況に応じて、清掃美化活動などの情報 

    提供や海岸漂着物の実態などの広報に努める。 

  ・ 環境美化モラルの高揚を図るため、環境月間ポスターコンクールなど環境保全活動への積極的 

    な参加を呼びかける。 

 

  イ 清掃美化活動等の推進 

   ・ 構成団体が個別に実施する活動の相互支援、協力等県民総ぐるみの運動を展開する。 

 ・ マイクロプラスチックの原因となるプラスチックごみの発生抑制に向けて、レジ袋の削減や資 

源ごみの回収などへの協力を呼びかける。 

    ・ 地域の清掃美化活動に貢献し、他の模範となる個人や団体を県土美化推進功労者として表彰し、

その功績を称える。 

     表４の予定により、各構成団体による清掃美化活動を進める。 

 

（４）管理者の協力 

    道路、河川、海岸等の管理者は、自ら適正な維持管理に努めるとともに、本運動の推進に積極的

に協力する。 
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表３ 令和３年度 市町村による清掃美化活動（予定） 

市町村 活動名 時期 主な地域・場所

街角クリーン活動 4月～１１月の最終開庁日 市役所本庁舎、行政サービスセンター周辺

川をきれいにする日 6月6日 松川、いたち川、白岩川、下条川、井田川

海岸をきれいにする日 7月4日 富山市沿岸一帯（打出～水橋～朝日町）

ふるさと富山美化大作戦 8月22日 市内全域

呉羽丘陵等をきれいにする日 10月9日 呉羽山、城山周辺

ごみゼロの日 5月30日前後 市内全域

海岸特別清掃日 7月4日 雨晴海岸・松太枝浜・国分浜一帯

高岡古城公園清掃美化運動 8月1日 高岡古城公園一帯

空き缶ゼロの日 9月26日 市内全域及び新高岡駅周辺市道の一部

市環境美化協定団体、美市連構成団体等による美化活動 ４月～翌年３月 市内美化重点地区、公共・行政施設周辺

魚津神社祭礼後ボランティア清掃 6月7日 大町・村木地区市街地

海岸清掃 ６月頃 ミラージュランド周辺

鴨川一斉清掃 7月25日 鴨川流域、河川敷

2021氷見クリーン大作戦 ６月 松田江浜

氷見市一斉清掃の日 ７月 市内全域

ビーチクリーンアップ活動（滑川高校） ５月・９月 高月海岸

環境美化のための清掃ボランティア活動（滑川市、滑川工場倶楽部） ５月・10月 市内事業所周辺及び市内公園、海岸等

荒俣町内壮年会 6月 荒俣海岸

クリーン作戦（早月中学校） ６月 漁港周辺

東部小学校クリーン作戦（東部小学校） ７月 高塚海浜公園、早月川河口付近

「道の駅」周辺の清掃活動（ふるさと龍宮まつり実行委員会） 7月 漁港周辺

笠木町内会 7月 笠木海岸

生地海岸・河川清掃（生地環境衛生委員会） ５月、７月、10月 生地海岸・生地地区河川

石田浜海岸・河川清掃（石田環境衛生協議会） ６月、８月、３月 石田浜・黒瀬川

荒俣海岸・河川清掃（村椿環境衛生組合） ７月 荒俣海岸

4月4日 旧砺波市17地区及び種田地区

5月30日 種田地区以外の旧庄川町地区

庄川河川敷清掃活動 4月中旬 庄川河川敷

春の一斉清掃 　4月４日、翌年３月27日(予定) 市内全域

ごみゼロ運動 5月30日 市内全域

津沢小矢部川掃除美化活動 9月26日 小矢部大堰・津沢大橋周辺

春の清掃活動 ４月１日～５月28日 市内一円

チャレンジ！ごみゼロウォーキング 5月30日 市内一円

山や川をきれいにする運動 ６月１日～６月30日 市内一円

なんとの里山をきれいにする運動 ７月１日～８月31日 市内一円

まちやむらをきれいにする運動 ９月１日～10月31日 市内一円

秋の清掃活動 11月１日～11月30日 市内一円

小杉地区クリーン作戦 ５月、７月 小杉地区

みんなできれいにせんまいけ大作戦 ７月 海岸（足洗・海老江・六渡寺）

射水市一斉クリーン大作戦 10月 市内全域

大島地区一斉美化清掃 ６月 大島地域

舟橋村 舟橋村クリーンデー 8月8日 村内全域

川をきれいにする運動 6月13日 町内全域

空き缶ゼロ運動 ４月～11月 町内全域

環境巡視パトロール ５月 新川地区

環境巡視パトロール 11月 役場周辺

みんなできれいにせんまいけ作戦（立山町環境保健衛生協会利田支部） 7月 常願寺川公園及び河川敷

クリーン入善7125大作戦（町民対象） 町内全域

クリーン入善7125大作戦（事業所対象） 事業所周辺

第２弾クリーン入善７１２5大作戦（事業所対象） １０月１日～１０月３１日 事業所周辺

朝日町 町民総ぐるみ清掃デー（町民総ぐるみ清掃月間） 7月11日 町内全域

小矢部市

富山市

高岡市

魚津市

氷見市

射水市

上市町

入善町
7月1日～７月31日

滑川市

黒部市

砺波市
第17回砺波市民ごみゼロ運動

立山町

南砺市
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表４ 令和３年度 構成団体による清掃美化活動（予定） 

団体名 活動名(活動団体) 時期 主な地域･場所

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） クリーン入善７１２５一斉クリーン作戦 ７月４日～７月31日 町内全域

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） 地区内用排水路江切（江ざらい）自治会主催 3月21日 町内全域河川

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） 福寿会清掃活動 ５月～12月 町内１４か所その他１０５件

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） 教友会（退職教職員の会） ５月13日、９月２日 杉沢の沢スギ　　園家山キャンプ場

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） 町内企業・事業所清掃活動 7月1日～7月31日 各事業所周辺（参加社数45）

富山県婦人会 （入善町連合婦人会） 町内企業・事業所清掃活動 10月1日～10月3１日 各事業所周辺（参加社数45)

富山県婦人会 （滑川市連合婦人会） 滑川市連合婦人会 通年 旧国道８号線柳原地区地下道

富山県婦人会 （地域女性ネット高岡） クリーン作戦 ７月 松太枝浜

富山県婦人会 （地域女性ネット高岡） 古城公園つつじヶ丘清掃 ８月 古城公園

富山県婦人会 （地域女性ネット高岡） クリーン作戦 ９月 新高岡駅周辺　　国道415号江尻付近

富山県婦人会 （福岡地区婦人会） さくらまつり岸渡川沿道清掃 ４月 岸渡川沿道

富山県婦人会 （福岡地区婦人会） 福岡地域清掃美化運動 ７月 土屋親水公園　福岡駅前～カメラ館周辺

富山県婦人会 （古府婦人会） 伏木地区環境美化運動 ４月、７月、８月 勝興寺境内

富山県婦人会 （古府婦人会） クリーン作戦二上山清掃 ６月 二上山城山付近

富山県婦人会 （古府婦人会） 古府公民館清掃 ７月、10月 市立古府公民館

富山県婦人会 （西条婦人会） クリーン作戦 ６月 千保川一斉清掃　　　金屋緑地公園

富山県婦人会 （国吉婦人会） 高岡つつじまつり清掃 ５月 水道つつじ公園

富山県婦人会 （国吉婦人会） 公園清掃 ９月 地区公園

富山県婦人会 （中田婦人会） 公園清掃 ７月 中田中央公園

富山県婦人会 （立野婦人会） クリーン作戦 ５月、９月 地区内空き缶拾い

富山県婦人会 （立野婦人会） 中川清掃 ７月 中川

富山県婦人会 （立野婦人会） 西高岡駅清掃 年間毎週土曜日 駅待合室清掃　　生け花ボランティア

富山県婦人会 （福田婦人会） 環境美化運動 4月 地域内沿道、花壇苗植え

富山県婦人会 （となみ女性の会） 自治会江ざらい 3月28日 砺波市内全域

富山県婦人会 （となみ女性の会） チューリップ公園清掃奉仕 4月3日 チューリップ公園及び周辺

富山県婦人会 （となみ女性の会） 砺波市ゴミ０運動 4月4日 砺波市内全域

富山県婦人会 （小矢部市連合婦人会） ごみゼロ運動　OYABEまちピカウオーク 5月30日 小矢部市内全域　道路、公園、広場等

富山県婦人会 （小矢部市連合婦人会） クロスランドおやべ夏祭り盆踊り大会 翌日早朝清掃 8月8日 クロスランドおやべ交流広場

富山県婦人会 （小矢部市連合婦人会） 小矢部市清掃美化活動「おやべクリーン作戦」 9月26日 小矢部市内全域、小矢部大堰・津沢大橋

富山県婦人会 （小矢部市連合婦人会） 津沢小矢部川清掃美化活動 10月上旬 小矢部川大堰・津沢大橋周辺

あすの富山県を創る協議会 山田クリーンクリーン作戦 毎月１回 南砺市山田地区

あすの富山県を創る協議会 クリーン作戦 ４月～10月 南砺市吉江地区

富山県PTA連合会 家族で実践！ふるさと大クリーン作戦 ５月～10月 県内全域

富山県中学校長会 各学校の生徒会活動 １，２学期（複数回） 校区内の海岸・河川・道路・公共施設

富山県社会福祉協議会 職員による庁舎周辺地区の一斉清掃 ５月頃 サンシップとやま周辺

富山県環境保健衛生連合会
 （富山市環境保健衛生連合会）

海岸をきれいにする日 ７月 富山市海岸一帯（打出～水橋朝日町海岸）

富山県環境保健衛生連合会
（高岡市環境保健衛生協会）

海岸特別清掃日 ７月 国分浜一帯・雨晴海岸一帯

富山県環境保健衛生連合会
 （黒部市環境保健衛生協議会）

荒俣海岸清掃大会 ７月 荒俣海岸

富山県環境保健衛生連合会
（入善町環境保健衛生協議会）

クリーン入善7125大作戦 （入善クリーンアップデー） ７月 町内全域

富山県環境保健衛生連合会
（朝日町環境保健衛生協議会）

町民総ぐるみ清掃デー ６月 町内全域

富山県環境保健衛生連合会
 （魚津市環境保健衛生協会）

鴨川一斉清掃 ７月 鴨川流域

富山県環境保健衛生連合会
（滑川市環境保健衛生協議会）

東部小学校クリーン作戦 ７月 高塚海浜公園～早月川河口

富山県環境保健衛生連合会
 （舟橋村保健衛生協議会）

舟橋村クリーンデー ８月 村内全域

富山県環境保健衛生連合会
 （上市町環境保健衛生協会）

川をきれいにする運動 ６月 町内全域

富山県環境保健衛生連合会
 （立山町環境保健衛生協会）

クリーン作戦（利田地区） ７月 利田地区常願寺川公園

富山県環境保健衛生連合会
 （射水市環境保健衛生協議会）

みんなできれいにせんまいけ大作戦 ７月 六渡寺海岸、足洗海岸、海老江海岸
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団体名 活動名(活動団体) 時期 主な地域･場所

富山県環境保健衛生連合会
 （氷見市環境保健衛生協会）

氷見市一斉清掃 ７月 市内全域の海岸・河川・道路・公園及び公共施設周辺

富山県環境保健衛生連合会
 （砺波市環境保健衛生協議会）

小中学校早朝清掃 ８月 市内小中学校周辺

富山県環境保健衛生連合会
 （南砺市環境保健協議会）

なんとの日美化活動 ７月 市内各地

富山県環境保健衛生連合会
（小矢部市環境保健衛生協議会）

津沢小矢部川清掃美化活動 ９月 小矢部大堰・津沢大橋

富山県消費者協会 職場周辺清掃活動 ５月 県民共生センター周辺

NPO法人富山県自然保護協会 海岸清掃 春 氷見松田江浜

NPO法人富山県自然保護協会 海岸清掃 秋 富山市岩瀬浜

NPO法人富山県自然保護協会 市民一斉清掃活動 ５月17日 環水公園一帯

NPO法人富山県自然保護協会 富岩運河一帯清掃活動 ６月、９月 富岩運河一帯（環水公園～がめ川）

立山黒部環境保全協会 立山美化清掃大会 ８月中旬 中部山岳国立公園  立山一帯　千寿ヶ原～黒部湖

立山黒部環境保全協会 薬師岳美化行進 ８月中旬 中部山岳国立公園　薬師岳一帯　折立～薬師岳

公益財団法人富山県交通安全協会 カーブミラー清掃 ４月～12月 県内７支部交通安全協会

公益財団法人富山県交通安全協会 ふれあい花壇整備 ６月～11月 氷見警察署前

公益財団法人富山県交通安全協会 神社清掃（祭礼後） ６月 上市町

公益財団法人富山県交通安全協会 ふるさと富山　美化大作戦 ８月～９月 富山市愛宕、広田、光陽

公益財団法人日本釣振興会富山県支部 神通川河川敷清掃 6月13日 富山市婦中神通川緑地公園

公益財団法人日本釣振興会富山県支部 氷見漁港つり体験教室及び清掃活動 9月12日 氷見市女良漁港付近

公益財団法人日本釣振興会富山県支部 神通川河口をきれいにする会 11月21日 富山市岩瀬神通川河口付近

中日本高速道路株式会社
富山高速道路事務所

蜷川地区環境美化活動 ７月 蜷川地区高速道路沿線の側道、側溝

西日本旅客鉄道株式会社 環境美化清掃活動 ６月 富山駅周辺

西日本旅客鉄道株式会社 ふるさと富山　美化大作戦 ８月 富山駅周辺

西日本旅客鉄道株式会社 鉄道少年団・鉄道ＯＢ会との合同清掃活動 12月 富山駅周辺

公益財団法人 環日本海環境協力センター オフィス周辺清掃 ５月頃 富山駅北口周辺

株式会社北日本新聞社 富山市クリーン大作戦 ８月下旬 富山駅周辺

株式会社北日本新聞社 トヨタソーシャルフェス 時期未定 会場未定

北日本放送株式会社 富山駅北地区環境美化清掃 ６月 富山駅北地区

富山エフエム放送株式会社
FMとやま清掃キャンペーン
六渡寺海岸からゴミをなくすには

未定（秋） 射水市六渡寺海岸

中部森林管理局富山森林管理署 ５３０（ゴミゼロ）運動 ５月～６月 富山市

中部森林管理局富山森林管理署 北アルプス高山植物等保護パトロール ７月～８月
白馬岳、朝日岳、阿曽原、祖母谷、薬師岳、雲ノ
平、室堂平の周辺

伏木海上保安部 漂着ゴミ調査 ６月 松太枝浜海水浴場

富山県 県職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動 ５月 富山駅、県庁舎、各総合庁舎、単独庁舎の周辺

富山県教育委員会　 ボランティア清掃等（県立高等学校） ４月～３月 駅から学校までの通学路他

富山県警察本部 職員による庁舎周辺地区の清掃美化活動 ５月中旬 警察本部庁舎周辺及び各警察署庁舎周辺

明るい社会づくり運動富山県協議会
（明るい社会づくり高岡市民会議）

第一回、二回、三回クリーン大作戦 ４月４日、７月４日、８月15日 国分浜海岸/勝興寺/松太枝浜海岸

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

「あいの風鉄道」高岡駅周辺清掃
４月11日、６月６日、８月１日、
９月５日、10月３日、11月７日

高岡駅周辺

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

伏木・八十八カ所清掃 ４月18日 伏木・正法寺周辺

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

100万人のごみ拾い事業 5月3日

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

二上山特別清掃 ６月13日 伏木港・万葉埠頭周辺

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

北日本花火大会清掃 ８月５日 庄川花火大会会場

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

高岡市一斉「空き缶０デー」参加 ９月19日 各自治会区域

明るい社会づくり運動富山県協議会
 （明るい社会づくり高岡市民会議）

万葉埠頭特別清掃 10月17日 伏木港・万葉埠頭周辺

 

 


