
平成29年度　第1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（人） ごみ回収量(ｔ) 主な参加団体等

那覇市 －  － － －

宜野湾市 －  － － －

石垣市 －  － － 0.00

浦添市 平成30年5月21日 日曜日 9：00～12：30 市内全域 3,262 － 市内の各自治会

名護市 －  － － 0.00

平成30年6月10日 土曜日 9:00～12:00 潮崎町周辺 102 0.10 糸満市役所、糸満市教育委員会、糸満市議会、糸満市シルバー人材センター、糸満市スポーツ少年団

平成30年7月8日 土曜日 9:00～12:00 道の駅いとまん周辺 86 0.09 糸満市役所、糸満市議会、糸満市シルバー人材センター、糸満市電管組合、その他民間企業

平成30年8月12日 土曜日 9:00～12:00 西崎地区 187 0.16 糸満市役所、糸満市シルバー人材センター、糸満市電管組合、糸満市建設業協会

沖縄市 平成30年7月28日 金曜日 10:00～11:00 沖縄市登川公園を、始点・終点とする約１．５㎞の市道の歩道。 50 0.01  沖縄市ｸﾘｰﾝ指導員連絡協議会社会福祉法人共同福祉会たんぽぽ保育園

平成30年6月3日 土曜日 10：00～12：00 豊崎美らSUNビーチ 7 0.01 無し

平成30年6月10日 土曜日 10：00～12：00 漫湖水鳥・湿地センター 281 1.50 環境省・沖縄県・那覇市

平成30年6月18日 日曜日 具志川区内 600 3.20 具志川自治会

平成30年6月18日 日曜日 髙江洲中学校校区内 800 1.92 髙江洲小学校・髙江洲中学校ＰＴＡ

平成30年6月24日 土曜日 州崎 150 3.20 うるま市企業立地雇用推進課

平成30年6月25日 日曜日 平敷屋区内 700 1.92 平敷屋自治会

平成30年7月2日 日曜日 海中道路 400 0.64 沖縄石油基地

平成30年7月17日 月曜日 海中道路 577 3.83 琉球新報社、トヨタ

平成30年8月20日 日曜日 西原区内 300 1.92 西原自治会

平成30年8月20日 日曜日 兼箇段区内 300 1.92 兼箇段自治会

宮古島市 －  － － 0.00 屋部小学校・中山分校

平成29年6月9日 金曜日 10:00～12：00 馬天港周辺 10 0.20 南城市シルバー人材センター

平成29年6月11日 日曜日 8：00～10：00 福原区内の県道 20 0.10 福原区小学校、中学校PTA

平成29年7月17日 月曜日 8：45～10：00 久手堅浜 25 0.80 なちゅらNecoツーリズム

平成29年7月26日 水曜日 7：00～9:00 福原区内 30 0.08 福原区小学校、中学校PTA

平成29年8月7日 月曜日 14:30～16:00 久手堅海岸 20 0.30 地球ハートクラブ

国頭村 －  － － 0.00 なごみ医院

平成30年6月2日 金曜日 9:00 ～ 12:00 平南海岸 60 1.14 一般社団法人沖縄水道施設維持管理協会

平成30年7月30日 日曜日 9:00 ～ 12:00 津波海岸 30 0.20 津波区

東村 －  － － 0.00 オールアース自然学校沖縄校　がじゅまる自然学校

平成30年8月20日 日曜日 8:00～12:00 区内全域 60 － 共同美化作業（区民６０名）

6月１日～8月31日  8:30～17:15 今帰仁村15の海岸 1 1.58 村海岸漂着物地域対策推進事業

本部町 平成29年6月4日 日曜日 町内全域 1,842 8.47 本部町民

大宜味村

今帰仁村

糸満市

豊見城市

うるま市

南城市



市町村名 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

恩納村 6月～8月  村内全域 1,200 － 各字自治体

平成30年6月4日 日曜日 9：00～12：00 花園 30 0.50 松田区婦人会

平成30年6月6日 火曜日 9：00～12：00 花園 30 0.50 松田区婦人会

平成30年8月27日 日曜日 9：00～12：00 国道、県道沿い、海浜 493 4.00 松田区各種団体

平成30年7月16日 日曜日 9：00～12：00 区内、県道沿い、海浜 311 2.00 宜野座区各種団体

平成30年7月9日 日曜日 9：00～12：00 集落内、県道 300 2.00 惣慶区各種団体

平成30年7月16日 日曜日 9：00～12：00 区内道路 95 1.00 福山区各種団体

平成30年7月9日 日曜日 9：00～12：00 集落内、県道 350 6.00 漢那区各種団体

平成30年7月16日 日曜日 9：00～12：00 区内道路 60 1.00 城原区各種団体

金武町 平成30年7月16日 日曜日 金武町海岸全域 5,282 7.07

伊江村 －  － － 0.00 大北区

読谷村 平成30年6月4日 日曜日 読谷村海岸全域 898 1.84 読谷村商工会他29団体

嘉手納町 平成29年6月18日 日曜日 9時～11時 嘉手納町内各区 350 7.73 町内各区区民

北谷町 平成29年8月27日 日曜日 北谷公園周辺 800 1.40 町内各自治会、スポーツ少年団、シルバー人材センター、地域振興センター、職員厚生会、クリーン指導員

北中城村 平成30年5月28日 日曜日 10:00 ～ 12:00 村内 200 14.00

中城村 －  － － 0.00 東江シャトル(バドミントン部)

西原町 平成30年6月10日 土曜日 9:30～11:00 マリンタウンあがりティーダ公園付近 421 0.67 西原町商工会、各通り会、一般市民　等

与那原町 －  － － 0.00 宮里公民館

南風原町 平成29年8月19日 土曜日 9:00～11:00 黄金森公園周辺 793 3.13 一般町民、町商工会、土木・建設・電気業者、コンサル、町職員等

渡嘉敷村 平成30年7月9日 日曜日 16:00～18:00 渡嘉敷港湾～村道儀津線沿線及び海岸・渡嘉志久海浜公園周辺・阿波連ビ－チ 139 3.50 商工会・青少年交流の家・小中学校・村民等

座間味村 －  － － 0.00 名護ロータリークラブ

粟国村 －  － － －

渡名喜村 －  － － 0.00 天仁屋区

南大東村 －  － － 0.00 名護市子ども芸術支援事業

北大東村 平成30年6月18日 日曜日 8:00～12:00 北大東村内 125 0.00

伊平屋村 －  － － 0.00 新光産業㈱

伊是名村 －  － － 0.00 名護小学校　ひまわりの会

久米島町 －  － － 0.00 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＫＩＭ

八重瀬町 平成30年7月9日 日曜日 9:00 ～ 12:00 具志頭浜 120 0.75 沖縄県青年団協議会

多良間村 －  － － 0.00 那覇家庭裁判所　名護支部

竹富町 －  － － －

与那国町 －  － － －

宜野座村


