
   
活動日 令和元年 12月 28日（土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）５袋  

ビン・缶 ごみ袋（小）１袋 

環境情報 

・前回の清掃以降の大雨で、河川敷にあった草や木が流 

されていました。 

・河川敷の広場では、少年サッカーの試合が行われてい 

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 令和元年 10月 11日（金） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）４袋  

ビン・缶 ごみ袋（小）１袋 

環境情報 

・普段よりごみが少なかったように感じました。 

・台風が来る前の穏やかな川の流れが見られました。 

・ハッキリしない曇り空でしたが、河川敷の広場でゲート 

ボールをしている方々の元気な姿が見られました。 

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３月 29日（金） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）４袋  

ビン・缶 ごみ袋（小）１袋 

環境情報 
・お菓子の袋やペットボトルのごみが多かったです。 

・テリハノイバラの可愛い花がたくさん咲いていました。 

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 30年９月７日（金） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）４袋  

ビン・缶  

環境情報 

・雨で流されたのか、河原のごみはいつもより少なかった 

ように思います。 

・川の流れは河川の中央部にだけ見られ、端には雑草が 

広がっていました。 

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 30年１月５日（金） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）５袋  

ビン・缶 ごみ袋(小)１袋 

環境情報 
・川岸にもたばこの吸殻や菓子の空袋などが 

 見られました。 

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６日（水） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）４袋  

ビン・缶 ごみ袋(小)１袋 

環境情報 
・打ち上げ花火のごみが少々見られました。 

・とんぼが群れを組んで飛んでいました。 

活動日 平成２９年９月６日（水） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）４袋  

ビン・缶 ごみ袋(小)１袋 

環境情報 
・打ち上げ花火のごみが少々見られました。 

・とんぼが群れを組んで飛んでいました。 

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２９年４月 13日（木） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 14名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）６袋  

ビン・缶 ごみ袋(小)１袋 

環境情報 

・川の中に可愛らしい草花が咲いていまし

た。鳥の鳴き声は聞こえましたが、姿を見る

ことはできませんでした。 

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２９年３月１６日（木） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）１袋 (小)４袋 

ビン・缶 ごみ袋(小)１袋 

環境情報 

・菓子の袋、ペットボトルが多かったです。 

・今日は天候も良く元気にゲートボールを楽

しむ年配の方がいらっしゃいました。 

・少し春めいてかわいい紫色の草花を見るこ

とができました。 

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！！ 



    

活動日 平成２７年１０月１５日（木） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）  ３袋 

ビン・缶  

環境情報 

・お菓子の包装紙やペットボトルを捨てる人 

 がいて、残念に思いました。 

・河川敷には、ゲートボールを楽しむ元気な 

 方々の姿が見られました。 

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２７年６月１９日（金） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小）  ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（小）  １袋 

環境情報 

・砂利採取の工事中のため、河川水量が少な 

 く感じられました。 

・河原に花がたくさん咲いていました。 

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２６年１０月２７日（日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ           袋 

ビン・缶 ごみ袋（小）  ３袋 

環境情報 

・川の中には鳥の姿もあり 

・河川敷にタバコの吸殻、空き缶などいつも

より多い気がしました。 

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２６年５月２５日（日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 １０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） １０袋 

ビン・缶 ごみ袋（小）  １袋 

環境情報 
・砂利採取工事中で、水の流れも少なくさび

しく感じられました。 

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２５年１０月３０日（水） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ８名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 
・河原にはゴミも少なく静かな川の流れにト

ンボが飛びかっていました。 

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２５年４月２２日（月） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

・4 月でもここ何日かは寒い日が続きました

が、今は暖かく川の流れも静かでした。鳥や

チョウなどを見かけることは、ありませんでし

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２５年１月１６日（水） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 
・時間が早く寒いので、河川にカラスが一羽

見えただけでした。 

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２３年１２月２７日（火） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

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（小） １袋 

環境情報 

 ガラスの灰皿や使い捨てライターなどもまとめて捨
ててあり、自庭で処分いたします。 

 スポーツ広場と川の端当たりに灰皿や使用済みのラ
イターが捨ててありました。 

 川の流れはきれいでホッとさせられました。 

 

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２３年３月２６日（土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

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（小） １袋 

環境情報 

 グラウンドのまわりはきれいですが、川岸に弁当のカ
ラなど捨ててありました。 

 ゴミは少なく安心しました。 

 川の水も澄んでいてきれいな流れでスポーツをする
子ども、年配の方々がピクニックに来ていたり、こん

なのどかな環境がいつまでの続くよう願いました。 

           

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２１年８月２０日（木） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

 タバコの吸殻及び花火の燃えカスがありました。 

 ７月に雨が多かったせいで、川の水が多く、カラスや
白鷺だけでなく、小さな水鳥も飛びまわっていまし

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２１年５月２４日（日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ５袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 市主催「河川・海岸美化運動」に参加しましたが、大
勢の参加者が出て、特に悪質なゴミの放置もなく、ま

た一層清々しい河川敷となり、参加して良かったと思

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１９年５月２０日（日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ４袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 河川・海岸美化運動に参加させていただきました。晴
天に恵まれ、大勢の方が集まられ、ゴミを拾う前の人

を追いかける状態でしたが、川原の中にもタバコの吸

い殻が結構あり、マナーの悪い人がまだまだいるんだ

なとがっかりです。               

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５月３０日 （火） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ２袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 青々とした芝生の上で、グラウンドゴルフをやる方が
小鳥がえさをついばんでいて、天気も良く気持ちの

良い公園でした。                     

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１７年１１月５日 （土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

 初冬に入り朝晩寒くなって来ましたが天候も良く一
回りすると汗が出る様子でした。堤防の補強工事中

でしたが河原が一番安全できれいになることと思い

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１９日 （土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） １袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 ＡＭ７：３０より開始。 

 本日は風もなく、春の日差しで、暖かく気持ちのよい
朝でした。サッカーの試合で親子連れの人々が集まっ

てきましたが、みなさんマナーが身についている様子

で目立ったゴミもありませんでした。                 

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１６年９月１８日 （土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 
 沈丁花や名前のわからない白い花が咲いている樹木
に小鳥や小型の蝶が群がって飛んでいました。                       

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１６年３月１３日 （土） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ５名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） １袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

 春の陽気になり、風もここちよく感じ、スポーツ広場
ではお年寄りがゲートボール、青年がラグビー、高校

生がサッカー、子どもが野球と様々な年齢の人たちが

スポーツを楽しみ穏やかな時間でした。                   

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１５年１１月２３日 （日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（小） ２袋 

ビン・缶 ごみ袋（小） １袋 

環境情報 

 午前６時半。犬の散歩をさせる人々がぽつぽつ見え
始め、午前７時頃には少年野球チームが練習に集ま

ってきました。川瀬は流れが速く、水鳥が２羽、川岸

の木の枝ではかわいい声で鳴く小鳥が見かけられま

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１５年５月１８日 （日） 

団体名（区間） 交通施設 株式会社 （６） 

参加人数 １２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １袋 

ビン・缶 なし 

環境情報 

 河川統一美化運動に参加。 

 一斉清掃に参加させていただきました。心配した天
候も朝から晴れて、本当に大勢の方々が参加され、

気持ちのよい朝のひと時を過ごさせていただきまし

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！！ 


