
   
活動日 令和元年９月 14日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 28名 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶・ 

ペットボトル 
ごみ袋（大） ２袋 

その他不燃ごみ スプレー缶、ライター、傘等 

環境情報 

・高架下や河原のごみが比較的多く、グラウンド周辺にはあまりありませんで

した。 

・見た限り、活動区間に大型ごみや危険物はありませんでした。 

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 令和元年５月 11日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 33名(うち子ども４名) 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶・ 

ペットボトル 
ごみ袋（大） １袋 

その他不燃ごみ 
ごみ袋（大） ２袋 

（電池、スプレー缶、傘等） 

環境情報 

・ごみの量は例年の活動時と比べて、３、４袋多い回収となりました。 

・高架下や河原のごみが比較的多く、グラウンドの周辺には、あまり無かった 

です。 

・見た限り、活動区間に大型ごみや危険物はありませんでした。 

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 30年９月８日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 25名(うち子ども２名) 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

その他不燃ごみ 
ごみ袋（大） ２袋 

（電池、スプレー缶、傘等） 

環境情報 

・ごみは例年行っている活動での回収量と同じ程度でした。また、 

花火等のごみはほとんど見られませんでした。 

・高架下のごみが比較的多く、グラウンドの周辺や河原にはあまり 
ありませんでした。 
・見た限り、活動区間に大型ごみ・危険物はありませんでした。 

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２８年５月２１日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ３３名(うち子供３名) 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 1.5袋 

その他 バーベキュー用網 等 

環境情報 

・例年、この時期はバーベキュー後のゴミ等が散乱している

が、今年は安西橋下が工事中のせいか、例年と比べてゴミの

量が少なかった。 

・川の水も透明度を保っていて、ゴミもあまりなく、異臭等も

なかった。 

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９月５日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ２２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 

その他 ガラスコップ 1個 

環境情報 

・安西橋下にバーベキューで使った金網やチャッカマン、 

 大量の飲料缶が捨ててありました。 

・草が生い茂っており、ゴミが見つけづらかったです。 

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５月２４日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ３３名（うち子供３名） 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

その他 陶器 １個 

環境情報 

・土手斜面に、バーベキューや家庭ごみが捨てられており 

 、悪臭が発生してました。 

・グランド付近にはあまりゴミはありませんでした。 

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２６年９月６日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ３１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 

その他 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

・安西橋の下にバーベキューや花火のごみが散乱してい

た。特に植木の茂みには生ごみの入ったごみ袋が丸ごと

捨てられ、悪臭が発生していた。 

・グラウンド付近にはあまりごみは見当たらなかった。 

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２６年５月２５日 （日） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ３９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ  

ビン・缶  

環境情報 ・河川・海岸美化運動に参加 

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９月７日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ２９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 
・橋の下にバーベキューや花火のごみが散見された。 

・グラウンド付近にはあまりゴミは見当たらなかった。 

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５月１８日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 ３５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 

・目に煮える範囲は比較的きれいであったが、茂みの中は

比較的ゴミが多かった。 

・バーベキューのゴミが残されていた。 

・流木が多少あった。 

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３月１６日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 １９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 6袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
・草むら付近に比較的ゴミの量が多かった。 

・グランド付近にはあまりゴミは見当たらなかった。 

活動写真 

 

ご報告ありがとうございました！！ 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 



   

活動日 平成２４年９月８日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 27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 
・橋の下に花火の破片やバーベキューの残骸が目立っ

ていた。 

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２４年５月１９日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （6） 

参加人数 26名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 5袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 2袋 

環境情報 

・グラウンド等にはほとんどゴミはなかったが、草むら等に

ゴミが多く落ちていた。 

・タバコの吸い殻が目立った。 

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２３年９月１０日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （６） 

参加人数 ２６名 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） 2袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 各１袋 

大型ごみ 建材（断熱材） 

環境情報 

 グラウンド等にはほとんどゴミはなかったが、草むら等
にゴミが多く落ちていた。 

 たばこの吸い殻や花火の残骸が目立った。 

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２３年５月２１日 （土） 

団体名（区間） 静清信用金庫 （６） 

参加人数 ６０名 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大）  ６袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 各１袋 

その他 ごみ袋（大）  １袋 

環境情報 

 グラウンドと川の境目にある草むら付近に比較的ゴミ
の量が多かった。 

 グランド付近にはあまりゴミは見当たらなかった。 

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！！ 


