
平成28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 平成28年6月18日 (土) 10:00 ～ 12:00 漫湖水鳥･湿地ｾﾝﾀｰ 268 2.30 那覇市、豊見城市、漫湖自然環境保全連絡協議会、環境省、一般市民等

宜野湾市 －  － － －

石垣市 平成28年7月3日 (日) 美崎町、浜崎町周辺 19 0.33

浦添市 平成28年5月15日 (日) 9:00 ～ 13:00 市内全域 3,350 0.00 市内各自治会

通年  宇茂佐海岸 1 4.65

通年  大西５丁目緑道 3 1.86

毎週木曜日  港緑地帯 50 2.32 港老人クラブ

毎週土曜日  東江区全域 30 9.30 東江区

6月 ～ 12月  嘉陽区 10 4.65 エコネット美

平成28年6月3日 (金) 屋部区 560 2.32 屋部小学校・中山分校

6月6日 ～ 6月7日  大南公園・第一、第二公園 35 3.72 大南区

平成28年6月10日 (金) 真喜屋総合グラウンド裏海岸 30 0.93 なごみ医院

平成28年6月10日 (金) 名護市産業支援センター周辺 50 4.65 名護市商工会

6月11日 ～ 6月12日  名護市羽地の駅周辺海岸 60 0.93 オールアース自然学校沖縄校　がじゅまる自然学校

平成28年6月12日 (日) 大南区 100 2.32 大南区

平成28年6月13日 (月) 瀬嵩海岸 5 0.46 じゅごんの里

平成28年6月17日 (金) 世富慶区内 80 1.39 世富慶区事務所

平成28年6月20日 (月) 21世紀の森ビーチ 50 1.86 ㈱前田産業

平成28年7月17日 (日) 10:00 ～ 12:30 21世紀の森ビーチ 50 2.79 北部八重山郷友会

平成28年7月17日 (日) 大北区内 180 4.65 大北区

平成28年7月17日 (日) 沖縄愛楽園納骨堂周辺 25 0.46 国立療養所沖縄愛楽園

平成28年7月17日 (日) 幸喜区内農道・根神屋周辺 50 4.65 幸喜区公民館

平成28年7月18日 (月) 有津(小字名) 10 1.45 北部波乗組合

平成28年7月19日 (火) 大浦川周辺 10 0.46 わんさか大浦パーク

平成28年7月23日 (土) 東江小学校周辺・さくら公園 20 0.93 東江シャトル(バドミントン部)

平成28年7月24日 (日) 10:00 ～ 12:00 屋我地島内 23 0.60 ＥＣＯ人やんばる

平成28年7月24日 (日) ふたば公園・名護児童公園 40 9.30 宮里公民館

平成28年7月24日 (日) 城公民館周辺 30 2.32 城区

平成28年7月26日 (火) 稲嶺海岸 24 0.46 なごみ医院

平成28年7月27日 (水) 名護市役所前花壇 12 2.32 名護ロータリークラブ

平成28年7月30日 (土) 21世紀の森ビーチ 23 1.39 名護高校　ボランティア部

平成28年7月31日 (日) 天仁屋海岸 30 0.93 天仁屋区

平成28年8月9日 (火) 14:30 ～ 16:00 名護市民会館周辺・21世紀の森ビーチ 40 0.93 名護市子ども芸術支援事業

平成28年8月13日 (土) 名護城公園他市内10ヶ所 500 16.63 名護市産業部商工観光課

平成28年8月13日 (土) 東江海岸沿い 10 0.46 新光産業㈱

平成28年8月14日 (日) 21世紀の森ビーチ及び周辺海岸 250 9.30 名護小学校　ひまわりの会

平成28年8月14日 (日) 10:00 ～ 12:00 瀬嵩区海岸 20 0.93 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＫＩＭ

名護市



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

平成28年8月22日 (月) 名護市大西2-5-8付近道路 4 0.46 ㈲三興建設工業

平成28年8月25日 (木) 15:00 ～ 16:00 愛楽園北側海岸 14 1.86 那覇家庭裁判所　名護支部

平成28年8月26日 (金) 真喜屋総合グラウンド裏海岸 20 0.93 なごみ医院

平成28年8月28日 (日) 9:00 ～ 12:00 大中区全域 250 14.41 大中区公民館

平成28年6月11日 (土) 9:00 ～ 12:00 潮崎町及び近辺地域 142 0.17 糸満市教育委員会、糸満市スポーツ少年団、糸満市シルバー人材センター

平成28年8月13日 (土) 9:00 ～ 12:00 西崎地区 150 0.23 糸満市建設業協会、糸満市シルバー人材センター、糸満市電管事業協同組合

沖縄市 平成28年7月27日 (水) 10:00 ～ 11:00 沖縄市福祉文化プラザ周辺市道・県道(歩道) 73 0.01
沖縄市クリーン指導員連絡協議会、沖縄市福祉文化プラザ児童センター
てぃんくるエコクラブ、愛の泉学童エコクラブ

平成28年6月4日 (土) 10:00 ～ 12:00 豊崎美らSUNビーチ 9 0.49

平成28年6月18日 (土) 9:30 ～ 13:00 漫湖水鳥・湿地センター 268 2.35 環境省、沖縄県、那覇市、漫湖自然環境保全連絡協議会

平成28年6月12日 (日) 具志川区内 500 23.24 具志川自治会

平成28年6月12日 (日) 平敷屋区内 800 18.59 平敷屋自治会

平成28年6月26日 (日) 髙江洲中学校校区内 900 27.89 髙江洲中学校PTAと生徒

平成28年7月10日 (日) 海中道路 300 4.65 沖縄石油基地

平成28年8月7日 (日) 兼箇段区内 350 13.94 兼箇段自治会

平成28年8月7日 (日) 海中道路 300 6.97 B&G勝連海洋クラブ

平成28年8月7日 (日) 江洲区内 400 11.62 江洲自治会

平成28年8月14日 (日) 西原区内 300 27.89 西原自治会

宮古島市 －  － － －

平成28年6月19日 (日) 10:00 ～ 12:00 志喜屋ﾋﾞｰﾁ 80 0.40 南城市青年連合会

平成28年7月3日 (日) 8:30 ～ 11:00 南城市佐敷字兼久(通学路) 25 0.10 兼久老人クラブ

平成28年7月24日 (日) 14:00 ～ 16:00 あざまサンサンビーチ(周辺海岸沿い) 70 0.50 にらい会・朝日の会

平成28年7月26日 (火) 国頭村内主要道路 38 1.86 国頭村商工会会員事業所

平成28年7月28日 (木) 辺土名海岸 13 0.31 国頭村商工会青年部員及び部員家族

平成28年7月15日 (金) 9:30 ～ 17:00 国頭村全域（海浜） 58 0.79 国頭地区行政事務組合

大宜味村 －  － － －

東村 8月  福地川海浜公園 5 0.28 東村観光推進協議会

平成28年4月17日 (日) 上運天区共同ゴミ置き場 2 2.79

平成28年4月23日 (土) 9:30 ～ 12:00 今泊ビーチ 20 4.65

平成28年7月24日 (日) 9:30 ～ 11:00 ウッパマビーチ 40 1.86

平成28年9月24日 (土) 9:30 ～ 12:00 トゥケイ浜・テーヌ浜 42 2.79

本部町 6月12日、6月19日  9:00 ～ 12:00 町内全域 1,170 65.81 全町民

恩納村 6月1日 ～ 8月31日  村内 1,200 0.00 各字自治会

平成28年7月10日 (日) 9:00 ～ 12:00 国道、ヒーピー浜、集落内公園 354 5.00 松田区各種団体

平成28年7月10日 (日) 9:00 ～ 12:00 区内道路、海浜 450 40.00 漢那区各種団体

平成28年7月17日 (日) 9:00 ～ 12:00 国道、県道沿い、海浜 232 0.35 宜野座区各種団体

平成28年7月17日 (日) 9:00 ～ 12:00 区内、県道沿い、海浜 300 2.00 惣慶区各種団体

平成28年7月17日 (日) 9:00 ～ 12:00 集落内、公園 80 0.50 福山区各種団体

平成28年7月17日 (日) 9:00 ～ 12:00 区内道路、海浜 60 0.25 城原区各種団体
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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

金武町 平成28年7月17日 (日) 7:00 ～ 12:00 金武町内海浜 1,500 1.50 金武町民

平成28年7月3日 (日) 伊江ビーチ 30 1.50 伊江村青年会

平成28年7月15日 (金) 養殖場西側海岸 20 1.00 観光協会（民泊女性部）

平成28年7月16日 (土) 東江前海岸 160 1.50 各区子ども会・子ども会育成会

平成28年8月18日 (木) ＧＩビーチ 5 0.40 ボランティア団体

読谷村 －  － － －

嘉手納町 平成28年7月3日 (日) 9:00 ～ 各区行政区 572 3.50

北谷町 －  － － －

平成28年6月19日 (日) 北中城村熱田漁港内周辺 425 1.00

平成28年7月18日 (月) 北中城村熱田漁港内周辺 500 1.00

平成28年6月22日 (水) 15:00 ～ 17:00 久場・泊海岸 72 0.18 沖縄電力（株）、沖縄プラント工業（株）

平成28年7月16日 (土) 9:00 ～ 11:00 吉の浦（安里）海岸 217 0.33 24時間テレビチャリティー委員会

平成28年7月23日 (土) 17:00 ～ 16:00 津覇海岸 42 0.21 山川海Club、津覇子供育成会

平成28年6月11日 (土) 9:30 ～ 11:00 マリンタウンあがりティーダ公園付近 338 0.74 西原町商工会、各通り会、一般町民等

平成28年6月11日 (土) 9:30 ～ 11:00 マチンタウン地域、あがりディーダ公園他 338 0.00 西原町商工会（商工会会員、各種団体、一般町民）

与那原町 －  － － －

南風原町 平成28年8月20日 (土) 9:30 ～ 10:45 町道225、49、5号線不法投棄箇所 712 4.65 一般町民、町商工会、建設業者

渡嘉敷村 平成28年7月3日 (日) 16:00 ～ 18:00 渡嘉敷港周辺・阿波連ビーチ・渡嘉志久海浜公園72 3.00 商工会・青少年交流の家・小中学校・村民等

座間味村 －  － － －

粟国村 －  － － －

渡名喜村 －  － － －

南大東村 －  － － －

北大東村 平成28年6月19日 (日) 8:00 ～ 12:00 北大東村内 230 0.02 村民

平成28年6月10日 (金) 伊平屋村我喜屋海岸 6 0.09

平成28年6月10日 (金) 伊平屋村前泊海岸 4 0.09

平成28年6月10日 (金) 伊平屋村ポートターミナル花壇 3 0.02

平成28年4月10日 (日) 8:00 ～ 12:00 村内全域 500 0.00 各区（内花区、諸見区、仲田区、伊是名区、勢理客区）

平成28年6月11日 (土) 8:00 ～ 12:00 村内全域 500 0.00 各区（内花区、諸見区、仲田区、伊是名区、勢理客区）

平成28年7月16日 (土) 8:00 ～ 12:00 村内全域 500 0.00 各区（内花区、諸見区、仲田区、伊是名区、勢理客区）

平成28年9月3日 (土) 8:00 ～ 12:00 村内全域 500 0.00 各区（内花区、諸見区、仲田区、伊是名区、勢理客区）

平成28年9月15日 (木) 8:00 ～ 12:00 村内全域 500 0.00 各区（内花区、諸見区、仲田区、伊是名区、勢理客区）

久米島町 －  － － 0.00

八重瀬町 平成28年8月29日 (月) 9:00 ～ 11:00 雄樋川川岸 217 0.60 雄樋川流域住民、湊川漁協組合、その他企業等

多良間村 平成28年8月27日 (土) 8:30 ～ 12:00 村集落内(8区) 200 0.00 土原区、天川区、津川区、宮良区
嶺間区、大道区、大木区、吉川区

竹富町 4月30日 ～ 5月29日  町内全域 1,781 0.00 各公民館主体（春の清掃週間）

平成28年8月28日 (日) 9:00 ～ 10:00 ナンタ浜 80 0.17 一般町民

平成28年8月28日 (日) 10:30 ～ 12:00 アブヒティ浜 80 1.40 一般町民

平成28年8月28日 (日) 9:00 ～ 11:00 ナーマ浜 70 0.47 一般町民

平成28年8月28日 (日) 9:00 ～ 12:00 比川浜 30 0.49 一般町民
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