
   

活動日 令和元年 12月 14日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 10名 

ごみ回収量 
可燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

・ペットボトルや金属類が目立ちました。可燃ごみ  

もたくさん落ちており、短時間でゴミ袋がいっぱい

になりました。 

・下流には多くのゴミが流れついていました。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成 31年４月６日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 14名 

ごみ回収量 
可燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 
タバコの吸殻は少なく感じましたが、大きな不燃物

が目立ちました。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成 30年１２月１日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 14名 

ごみ回収量 
可燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 ・八幡橋の下に子ども用自転車が落ちていました。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成 29年 12月２日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 11名 

ごみ回収量 

可燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・金属 
ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル 

環境情報 

・ゴミが少なく綺麗に見えましたが、実際清掃して

みると、短い活動時間で沢山のゴミが集まりまし

た。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成 29年９月２日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 

可燃ごみ ごみ袋（大） ２袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・金属 ごみ袋（大） １袋 

ペットボトル ごみ袋（大） １袋 

環境情報 ・全体的にごみは少なく、綺麗でした。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２８年１２月１０日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 

可燃ごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン ごみ袋（小） １袋 

ペットボトル ごみ袋（小） １袋 

環境情報 
・工事中だったこともあり、ごみが少なく綺麗でし

た。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２８年９月３日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 

可燃ごみ ごみ袋（大） ４袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・金属 ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

・興津川の水量が少なく、川が干上がった場所や下

流にごみが多く見受けられましたが、全体的にご

みは少なく綺麗でした。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２８年５月１４日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 

可燃ごみ ごみ袋（大） １袋 

不燃ごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・金属 ごみ袋（大） ３袋 

ペットボトル ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

・火気使用禁止区域にてバーベキューを行った形跡があっ

た。調理道具やバーベキュー時に発生した大量のごみ(フ

ライパン、網、包丁、瓶、缶、アルミホイル、貝殻等)が纏

めて燃やされ放置してあったため、清掃を行った。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２７年１２月１２日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

・護岸の補強工事が行われていました。 

・不法投棄や危険物と思われるものはありま 

 ませんでした。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２７年９月５日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 0.5袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 ・ゴミが少なく、綺麗だった。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    

活動日 平成２６年１１月１５日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
・ゴミが少なく、きれいだった。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２６年５月１７日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
・ゴミが少なく、きれいだった。 

 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２５年１２月１４日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶  

環境情報 

・ごみが少なくきれいだった。 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２５年６月２９日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２４年１１月３日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２４年５月１２日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 9名（うち子供 3名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 6袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 2袋 

環境情報  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



  

活動日 平成２３年１２月１７日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名（うち、子どもの参加者数４名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 約１袋 

ビン・缶 ごみ袋（中） 約２袋 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 平成２３年５月１４日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 約２袋 

ビン・缶 ごみ袋（中） 約１袋 

活動写真  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１９年２月１７日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（中） １袋 

活動写真 

            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１８年７月１５日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ８名（うち子供１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋                            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１８年２月１８日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋                            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１７年９月１０日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

活動写真 

             

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１７年３月１９日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

活動写真 

            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年９月４日 （土） 

団体名（区間） 清水エル・エヌ・ジー 株式会社 （１５） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 なし 

活動写真 

    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 


