
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 － － － － －
宜野湾市 － － － － －

石垣市
6／3（金）～29（水）10：00～12：00
7／28（木）　　　　　　　　〃
8／19（金）～25（木）　　〃

（6／3～29）荒引橋から真栄里ニュータウン入口他
（7／28）大浜中学校通り
（8／19～25）国道390号線他

（6／3～29） 145人
（7／28） 69人
（8／19～25） 236人

（6／3～29） 150kg
（7／28） 40kg
（8／19～25） 290kg

（6／3～29）八重山地区測量業設計協会、25トラの会、他3団体
（7／28）大浜小学校6分会
（8／19～25）八重山建設産業団体連合会、他3団体

浦添市 5／22（日） 市内全域 3669人 － 市内の各自治会

名護市

6／2（木）
6／3（金）①
6／3（金）②
6／4（土）
6／11（土）
6／12（日）①
6／12（日）②
6／12（日）③
6／12（日）④
6／12（日）⑤
6／12（日）⑥
6／12（日）⑦

（6／2）名護市役所通り～城公民館前
（6／3）①辺野古の浜
（6／3）②大中区内
（6／4）幸地川沿い
（6／11）大浦川周辺
（6／12）①大南区内
（6／12）②大浦区～二見区
（6／12）③久志支所前海岸
（6／12）④宇茂佐区内
（6／12）⑤21世紀の森ﾋﾞｰﾁ
（6／12）⑥世冨慶区内
（6／12）⑦饒平名区内

－

（6／2） 3袋
（6／3）① 10袋
（6／3）② 2袋
（6／4） 6袋
（6／11） 〃
（6／12）① 36袋
（6／12）② 40袋
（6／12）③　〃
（6／12）④ 50袋
（6／12）⑤ 15袋
（6／12）⑥ 3袋
（6／12）⑦ 10袋

（6／2）港公民館
（6／3）①ヘリ基地反対協
（6／3）②真鍋さん
（6／4）幸地川蘇生の会
（6／11）カヌー教室実行委員会
（6／12）①大南公民館
（6／12）②名護市青年ネットワーク連合会
（6／12）③久志小学校6年生
（6／12）④宇茂佐公民館
（6／12）⑤(社)倫理研究所、やんばる倫理法人会
（6／12）⑥世冨慶公民館
（6／12）⑦饒平名公民館

名護市

6／14（火）
6／20（月）
6／24（金）①
6／24（金）②
6／24（金）③
6／24（金）④
6／26（日）
6／29（水）
6／30（木）
7／2（土）

（6／14）大西通り会
（6／20）21世紀の森周辺
（6／24）①大西トンネル
（6／24）②名護中学校
（6／24）③名護十字路
（6／24）④海岸
（6／26）校内清掃<PTA作業>
（6／29）屋我地中学校
（6／30）真喜屋運動公園、奥武橋下ビーチ
（7／2）名護市宮里

－

（6／14） 30袋
（6／20） 20袋
（6／24）① 5袋
（6／24）② 3袋
（6／24）③ 2袋
（6／24）④ 15袋
（6／26） 20袋
（6／29） 280kg
（6／30） 30袋
（7／2） 6袋

（6／14）大西通り会
（6／20）(社)倫理研究所、やなばる倫理法人会
（6／24）①(有)ダスキンやんばる
（6／24）②名護中学校
（6／24）③上洲たばこ屋
（6／24）④屋部公民館
（6／26）羽地小学校
（6／29）屋我地小学校
（6／30）羽地小学校
（7／2）名護市宮里

名護市

7／3（日）①
7／3（日）②
7／4（月）
7／5（火）①
7／5（火）②
7／5（火）③
7／6（水）
7／7（木）
7／8（金）
7／10（日）
7／11（月）

（7／3）①数久田区内
（7／3）②アパート共有地
（7／4）さくら公園、下袋公園、がじゅまる公園
（7／5）①嘉陽～天仁屋間の海岸
（7／5）②宮里1丁目
（7／5）③アパート共有地
（7／6）海岸
（7／7）　〃
（7／8）屋部区内
（7／10）数久田区内
（7／11）屋部区内

－

（7／3）① 1t
（7／3）② 3袋
（7／4）　〃
（7／5）① 50袋
（7／5）② 10袋
（7／5）③ 2箱
（7／6） 16袋
（7／7） 15袋
（7／8） 10袋
（7／10） 3袋
（7／11） 8袋

（7／3）①数久田公民館
（7／3）②上間みつる
（7／4）大東区2班、4班
（7／5）①エコネット美
（7／5）②津波写真館
（7／5）③上間みつる
（7／6）屋部公民館
（7／7）　　　〃
（7／8）　　　〃
（7／10）数久田公民館
（7／11）屋部公民館

名護市

7／20（水）①
7／20（水）②
7／23（土）
7／24（日）①
7／24（日）②
7／24（日）③
7／24（日）④
7／24（日）⑤
7／26（火）
7／30（土）
7／31（日）①
7／31（日）②

（7／20）①海岸
（7／20）②　〃
（7／23）わんさか大浦パーク
（7／24）①宮里1丁目
（7／24）②21世紀名護ビーチ
（7／24）③安部区海岸
（7／24）④海岸
（7／24）⑤　〃
（7／26）名護漁港
（7／30）済井出海岸
（7／31）①済井出区内
（7／31）②海岸

－

（7／20）① 6袋
（7／20）② 15袋
（7／23） 31袋
（7／24）① 15袋
（7／24）②　〃
（7／24）③　〃
（7／24）④ 18袋
（7／24）⑤ 42袋
（7／26） 50袋
（7／30） 15袋
（7／31）① 50袋
（7／31）② 2袋

（7／20）①天仁屋公民館
（7／20）②新光産業
（7／23）名護市教育委員会社会教育課
（7／24）①宮里区老人会
（7／24）②東江小学校
（7／24）③城区子供会
（7／24）④安部公民館
（7／24）⑤屋部公民館
（7／26）Auto☆Power
（7／30）国立愛楽園
（7／31）①済井出公民館
（7／31）②もんぱの木
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名護市

8／1（月）
8／2（火）①
8／2（火）②
8／7（日）
8／8（月）
8／9(火）
8／11（木）
8／14（日）①
8／14（日）②
8／14（日）③

（8／1）屋部区内
（8／2）①宮里区内
（8／2）②名護漁港
（8／7）大北区内
（8／8）さくら公園、下袋公園、がじゅまる公園
（8／9）港区、東江区、海岸
（8／11）海岸
（8／14）①大西区内
（8／14）②宮里1丁目
（8／14）③役所前通り

－

（8／1） 10袋
（8／2）①　〃
（8／2）② 4袋
（8／7） 100袋
（8／8） 5袋
（8／9） 2袋
（8／11） 10袋
（8／14）① 30袋
（8／14）② 18袋
（8／14）③ 10袋

（8／1）屋部公民館
（8／2）①宮里公民館
（8／2）②嘉手納
（8／7）大北公民館
（8／8）大東区2班、4班
（8／9）与那嶺有子
（8／11）屋部公民館
（8／14）①大西公民館
（8／14）②宮里公民館
（8／14）③稲嶺進後援会事務所

名護市

8／17（水）
8／21（日）①
8／21（日）②
8／22（月）
8／23（火）
8／24（水）
8／28（日）①
8／28（日）②
8／29（月）①
8／29（月）②

（8／17）大中区内
（8／21）①為又区内
（8／21）②海岸
（8／22）済井出海岸
（8／23）港区、東江区、海岸
（8／24）安和区内
（8／28）①羽地小学校
（8／28）②饒平名区内
（8／29）①伊佐川市営団地
（8／29）②大中2丁目

－

（8／17） 20袋
（8／21）① 7袋
（8／21）② 40袋
（8／22） 8袋
（8／23） 5袋
（8／24） 50袋
（8／28）① 70袋
（8／28）② 11袋
（8／29）① 1250kg
（8／29）② 5袋

（8／17）大中公民館
（8／21）①為又公民館
（8／21）②屋部公民館
（8／22）沖縄愛楽園
（8／23）与那嶺有子
（8／24）安和公民館
（8／28）①羽地小学校PTA
（8／28）②饒平名公民館
（8／29）①比嘉
（8／29）②与那嶺有子

糸満市

6／11（土）9：00～11：00
7／9（土）9：00～12：00
8／19（金）14：30～16：00
8／27（土）9：00～11：00
9／4（日）9：00～12：00

（6／11）潮崎町地内
（7／9）西﨑運動公園周辺
（8／19）西崎町周辺道路
（8／27）大度海岸及び米須海岸
（9／4）西﨑海岸【美々ビーチ】

（6／11） 90人
（7／9） 184人
（8／19） 123人
（8／27） 94人
（9／4） 462人

（6／11） 180袋－0.54t
（7／9） 300袋－1t
（8／19） 400袋－1.4t
（8／27） 200袋－0.8t
（9／4） 300袋－1t

（6／11）一般参加者、市職員、糸満市女性連合会、青年団協議会、糸満市
南小JFC、糸満南PTA他
（7／9）一般参加者、糸満市シルバー人材センター、市電管事業協同組合、
女性連合会、市建設業協会他
（8／19）市電管事業協同組合、市建設業協会、市測量設計協会、市建設設
計協会、シルバー人材センター他
（8／27）周辺自治会、糸満市シルバー人材センター、市職員他
（9／4）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

沖縄市 8／2（火）15：00～17：00 沖縄環状線、県道85号線 78人 100kg 沖縄市クリーン指導員、こどもエコクラブ等
豊見城市 － － － － －

うるま市
6月
7月
8月

（6月）区内、具志川ビーチ、海中道路等
（7月）区内、昆布大浜海岸、石川河川等
（8月）区内、イツクマの浜、防波堤近辺等

（6月） 2485人
（7月） 3605人
（8月） 628人

（6月） 3.6t
（7月、8月） 2.5t

（6月）各自治会、マングローブEEクラブ等
（7月）各自治会、沖縄石油基地等
（8月）各自治会、伊計区子ども会育成会等

宮古島市 － － － － －

南城市
6／12（日）①9：00～12：00
6／12（日）②　　　〃
7／3（日）　　　　　〃

（6／12）①雄樋川
（6／12）②知念海岸
（7／3）佐敷海岸

（6／12）① 78人
（6／12）② 120人
（7／3） 430人

（6／12）① 0.3t
（6／12）② 2t
（7／3） 0.8t

（6／12）①雄樋川観光保全推進協議会等
（6／12）②南城市青年連合会等
（7／3）南城市商工会等

国頭村 7／15（金）9：00～17：00 国頭村内の河川の海岸 69人 1.72t 国頭村職員
大宜味村 7／16（土）9：30～13：00 根路銘海岸 150人 約 600kg 村内小学校、おおぎみまるごとツールズム協会等
東村 － － － － －

今帰仁村
4月下旬
5／30（月）
8月上旬

（4月下旬）村内海浜
（5／30）村内各字
（8月上旬）　〃

（4月下旬）約 1000人
（5／30）約 2000人
（8月上旬）約 700人

－
（4月下旬）一般市民、ホテルペルパライソ
（5／30）一般市民
（8月上旬）一般市民（各自治会単位で清掃）

本部町 6／12（日）8：00～12：00 町内一円 2000人 20t 各行政区住民
恩納村 8／21（日）9：00～12：00 村内海浜国道沿い 950人 4t 各字自治会、村内事業所
宜野座村 7／17（日）9：00～12：00 海浜周辺、公園等 900人 5t 成人会、婦人会、青年会、子ども会、老人会、五十六会等

金武町
7／31（日）
8／7（日）

（7／31）金武区・並里区海浜
（8／7）伊芸区海浜

－ － 一般町民

伊江村
6／4（土）13：30～16：00
6／10（金）17：30～

（6／4）伊江ﾋﾞｰﾁ
（6／10）伊江港周辺

（6／4）約 50人
（6／10）約 30人

（6／4） 2tトラック×6回
（6／10）　　〃  　×3回

（6／4）伊江村青年会
（6／10）商工会員



読谷村 6／12（日）9：00～12：00 読谷村各海浜 742人 3860kg PTA連合会、読谷診療所等
嘉手納町 6／12（日）9：00～12：00 嘉手納町内 552人 7.5t 各区自治会
北谷町 8／28（日）台風のため中止 － － － －
北中城村 7／24（日）10：00～13：00 村内全域 420人 1780kg 自治会
中城村 6／3（金）9：00～17：00 中城村南上原区画整理（公園内） 8人 2t（コンテナによる） 単独清掃（住民生活課職員）
西原町 6／11（土）9：30～11：00 あがりティーダ公園及び周辺施設 479人 2820kg 西原町商工会、他通り会、一般市民等
与那原町 6／18（土）9：00～11：00 与那原町　東浜区内 449人 約 3t 一般市民、商工会等各種団体
南風原町 8／27（土）9：00～11：30 町道258号線、町道49号線、町道5号線 492人 700kg 一般町民、建設業者、コンサル業者、町役場職員、商工会
渡嘉敷村 7／3（日）16：00～17：30 渡嘉敷校周辺、阿波連ビーチ、とかしくビーチ 160人 7.5t 商工会、学校、青少年交流の家、一般村民
座間味村 9／3（土）15：00～16：00 古座間味ビーチ 405人 4t 一般市民
粟国村 － － － － －

渡名喜村
6／17（金）14：00～17：00
7／3（日）　　　　〃

東の浜
（6／17） 47人
（7／3） 36人

（6／17） 0.5t
（7／3） 1t

沖縄電力、渡名喜郵便局、役場職員、渡名喜小・中学校、一般市民等

南大東村
北大東村 8／21（日）8：00～10：00 北大東地内 300人 1t 一般市民
伊平屋村 － － － － －

伊是名村
6／12（日）8：00～12：00
9／11（日）　　　〃

村一円 300人 約 3t 一般村民、小・中学生

久米島町
6／19（日）9：00～17：00
6／26（日）10：00～12：00
7／10（日）9：00～12：00

（6／19）町内集落外清掃
（6／26）イーフビーチ
（7／10）立神海岸

（6／19） 1000人
（6／26） 50人
（7／10）　〃

（6／19）不明
（6／26） 850kg
（7／10） 1t

（6／19）久米島町、区長会他
（6／26）儀間ダム工事業者、溝水建設他
（7／10）久米島ホタルの会他

八重瀬町
6／12（日）8：00～11：00
7／31（日）8：00～9：00

（6／12）雄樋川沿
（7／31）玻名城の郷ビーチ

（6／21） 261人
（7／31） 200人

（6／12） 630kg
（7／31） 1t

（6／12）八重山町・南城市一般町市民
（7／31）一般市民

多良間村 9／3（土）16：00～18：00 村内<集落内8区> 200人 1t 土原区、天川区、港川区、宮良区、嶺間区、大道区、大木区、吉川区

竹富町

7／12（火）
7／23（土）
8／6（土）
8／15（月）
8／16（火）
8／21（日）

（7／12）西表島　浦内地区
（7／23）竹富島　カイジ浜
（8／6）西表島　浦内地区
（8／15）竹富島　集落全域
（8／16）小浜島　細崎線
（8／21）西表島　浦内地区

（7／12） 3人
（7／23） 25人
（8／6） 3人
（8／15） 60人
（8／16） 36人
（8／21） 3人

（7／12） 6kg
（7／23） 25kg
（8／6） 6kg
（8／15） 60kg
（8／16） 36kg
（8／21） 6kg

（7／12）浦内川公民館
（7／23）竹富公民館
（8／6）浦内川公民館
（8／15）竹富公民館
（8／16）小浜公民館
（8／21）浦内川公民館

与那国町 － － － － －


