
    
活動日 平成２９年４月２３日（日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 １７名 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大） ６袋 

不燃     ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

・ペットボトルや空き缶が非常に多く、集めきれないほど

でした。たばこの吸い殻も散乱していて、しばらく掃除 

されていないのだと思います。 

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１月２５日（日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 ３２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 

ペットボトル ごみ袋（大） １袋 

不燃 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 
・いつもよりゴミが少なかったようです。 

・寒中より生物は見られず、川の水量も少なかった。 

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２６年４月２０日（日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 ３４名 

ごみ回収量 

燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大） ３袋 

不燃 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 

・飲み物のペットボトル・缶が多く、いつもより散らかって

おり、ゴミも多かったようでした。 

  ・また、上流からと思われる発泡スチロールの破片が散

乱しており不燃ごみも多かった 

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２５年１２月１５日（日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 ２８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 

・季節柄かゴミは少なく概ねきれいであった。 

・小さなゴミ（吸殻・空き缶・ペットボトル）の収集が主で

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５月１９日（日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 25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 

・宴会後に片付けずに放置されたごみが目立った。 

・よって発泡スチロールや吸殻、ペットボトル、缶が多かっ

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２４年４月２２日 （日） 

団体名（区間） シャープ 安倍川清流会 （4） 

参加人数 16名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 4袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 1袋 

環境情報 
・行楽のあとのタバコの吸殻及び食べ物、飲み物のごみ

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 12月 18日 （日） 

団 体 名

（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２0名 

 

ごみ回収

量 
燃えるごみ 

ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大）２袋 

ビン・缶等 ビン・缶等 ごみ袋（大）２袋 

 

環境情報  大型ごみ、危険物は特になかった。 

 水量が少なく、河川内のごみは少なかったが、河川敷の
公園内のペットボトル、菓子袋（ビニール）のゴミが多かっ

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２３年９月１１日 （日） 

団体名

（区間） 
シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２３名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ 
ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大）1袋 

ビン・缶等 ビン・缶・鉄屑 ごみ袋（大）１袋 

環境情報 

 大型台風後の割には園内きれいに保たれていた。 

 漂流物で大型の配管パイプやプラスチック系が目立つ。 

（大型配管パイプ２ヶあり） 

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６月１９日 （日） 

団体名

（区間） 
シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２８名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ 
ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大）1袋 

ビン・缶 ビン・缶・鉄屑 ごみ袋（大）１袋 

環境情報  非常にきれいに保たれ、ごみの量も少ない。 

 

  

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２２年１２月１２日 （日） 

団体名

（区間） 
シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 １９名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ 
ごみ袋（大） ２袋 

ペットボトル ごみ袋（大）1袋 

ビン・缶 ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 非常にきれいに保たれ、ごみの量も少ない。 

 

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２２年９月２６日 （日） 

団体名

（区間） 
シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ３１名 

ごみ回収

量 

燃えるごみ 
ごみ袋（大） ５袋 

ペットボトル ごみ袋（大）1袋 

ビン・缶 ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 6月に比べごみの量が多い。 

 ペットボトルや缶コーヒー等の飲み物類が若干増。 

エリアは綺麗に保たれ、回収ゴミも少なかった。 

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２２年６月２０日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 １９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  エリアは綺麗に保たれ、回収ゴミも少なかった。 

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２２年３月１４日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２７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袋 

環境情報  エリアは綺麗に保たれ、回収ゴミも少なかった。 

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２１年９月１３日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ３０名（うち子供４名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 
 綺麗に保たれておりましたが、安倍川花火大会の花
火玉の残骸（厚い紙状）が散乱していた。 

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２１年６月７日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２７名（うち子供１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報  ゴミの量も少なく、綺麗に保たれておりました。 

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２０年６月１５日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２２名（うち子供５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 

環境情報 

 直近で清掃実施されていたのか、過去になく綺麗に
保たれて居りました。 

相変わらず、園芸で使用済みの土を川沿いの草むら

に投棄する住民が多く、中には、水はけを良くするた

め、発砲スティロールが入っているのもあり、回収に苦

慮します。 

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１９年１１月１８日（日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２０名（うち子供５名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ２袋 

ビン・缶 １袋 

環境情報 

 当日は他主催の流木まつりが開催され、多くの人出
があった。 

 他のボランティアも活動していたため、エリアを広げ
実施。 

 エリアはきれいに保たれ、回収ごみも少なかった。 

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１９年６月１７日（日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２８名（うち子供６名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

 犬との散歩する人を多く見受けましたが、マナーは守
られていた。 

 水辺や池でのごみは比較的少ないが、歩道や草の生い
茂る場所に集中。 

 グランドでの少年野球も開催があり、車での出入りが
比較的多いので注意喚起の必要性を感じました。 

 今回の活動で、回収したごみの量が一番多かったよう
です。（会発足当時からの参加メンバーよりコメント） 

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１１月２３日 （木） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ３２名（うち子供１０名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 
 グラウンド等で競技を行っている人は多数おられまし
た。他家族でゲーム等を実施されていました。                       

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１８年９月１０日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ３０名（うち子供１０名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 グラウンド等で競技を行っている人は多数おられまし
た。他家族でゲーム等を実施されていました。今回は

ゴミの量は少なかったと思います。                     

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６月１８日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 １４名（うち子供２名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １袋 

環境情報 

 前回雨にて、グラウンド等で競技を行っている人はお
られませんでしたが、散歩及び家族でゲーム等を実

施されていました。今回はゴミの量は少なかったと思

います。                   

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３月１９日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 １５名（うち子供２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 

 看板設置確認できませんでした。区間４は１０の団体
が登録されていました。前日雨にて、グランド等で競

技を行っている人はおられませんでしたが散歩及び

家族でゲーム等を実施されていました。 

 今回はゴミの量も多かったと思います。 

 ０６年度も引き続き登録申し込みを行いたいと思い
ます。             

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１１月２０日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２４名（うち子供３名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ０．５袋 

環境情報 

 当日「流木まつり」が開催されており、多数の人が活
動されていました。特にグランド方面のゴミ拾いを行

い、「流木まつり」に一部参加いたしました。 

 前回看板の件で確認させていただいていますが、現
在作成中とのことで後日看板を設置するとの返事を

いただいていますが、今回確認いたしましたが看板は

設置されていませんでした。まつりも行われており沢

山の人でしたがごみは少なくマナーは守られていると

思います。         

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７月３日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２７名（うち子供４名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 他の団体さんが先に活動されており、ほとんどゴミは
ありませんでした。前回とは逆の方向に（橋側）にて活

動しました。 

 グランド、公園に人は沢山おられましたが、ごみは少
なくマナーは守られていると思います。                 

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２７日 （日） 

団体名（区間） シャープ安倍川清流会 （４） 

参加人数 ２３名（うち子供１名） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２袋 

環境情報 

 グランド、公園にと人はたくさんいましたが、思ったよ
りゴミは少なくマナーが守られていると思った。多少

犬の糞等が目につきました。   

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！！ 


