
１．調査概要
　　　　　　　　　　・調査期間　　令和元年５月２８日～６月１４日

　　　　　　　　　　・調査対象　　公共施設（指定管理施設含）の所管課等

２．調査結果
　　　　　　　　　　・自ら企画して美化活動を行っている取組み・・・53事業

　　　　　　　　　　・他団体の企画に参加して美化活動を行っている取組み・・・4事業

内訳（主な美化活動種別、重複あり）：　　　　　　　　　　　

　　ごみ拾いや清掃38、除草13、植栽12、落書き消し1　　　

参加者名称 企画主体 美化種別 活動名称 活動頻度・時期 回答

市役所職員 〇 植栽 市役所中庭の花の植栽 適宜 総務課

コスモスの会☆ふじみ 〇 植栽・除草 コスモス街道づくり 年に8回程度（6～9月に実施） 地域文化振興課

ピアザ☆ふじみ職員 〇 ごみ拾い 施設周辺ごみ拾い 毎日 ピアザ☆ふじみ

ふじみ野交流センター職員 〇 植栽 グリーンボランティア活動 年に2回程度（6.11月）

ふじみ野交流センター職員・図書館ふ
じみ野分館職員・ふじみ野保育園職員

〇 除草・清掃
三施設職員による合同除草・クリー
ン作戦

年3回程度（5.7.10月）

富士見市青少年育成市民会議（環境浄
化部会）

〇 ごみ拾い クリーン作戦 年1回（6月中旬）

富士見市青少年育成市民会議（環境浄
化部会）

〇 落書き消し クリーン作戦 年1回（11月）

第4保育所 〇 植栽 季節を感じられる保育所づくり 通年 第4保育所

勝瀬こばと保育園 〇 除草 園庭環境整備 年に2回程度（6.9月）

鶴瀬放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（12月）

水谷放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（12月）

南畑放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い クリーン作戦 年に2回程度（5.11月）

関沢放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に2回程度（5.11月）

勝瀬放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に2回程度（5.11月）

水谷東放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（5月）

諏訪放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（11月）

みずほ台放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に2回程度（5.12月）

針ケ谷放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（12月）

ふじみ野放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（5月）

つるせ台放課後児童クラブ 〇 ごみ拾い ごみゼロ作戦 年に1回（12月）

健康増進センター職員 〇 植栽・除草・清掃 健康センター敷地内の環境整備 年に4～6回程度 健康増進センター

入間東部福祉会ふじの木作業所 〇 清掃 土手清掃
年に2回程度（県実施の土手の草刈りに
合わせて実施）

入間東部福祉会むさしの作業所 〇 清掃 清掃活動 週に2回程度

社会福祉法人ゆいの里福祉会 〇 除草 ゆいの里家族会除草活動 年に2回程度（5.10月）

特定非営利活動法人ワーカーズコープ（市
立老人福祉センターの指定管理者） 〇 ごみ拾い ごみ拾い 月に1～2回程度 高齢者福祉課

花と緑の育て人 〇 植栽 協働による公園づくり 年に2回程度（6.11月）

市内6町会 〇 植栽 協働による公園づくり 年に2回程度（6.11月）

すわ・氷川森の会 〇 清掃 協働による公園づくり 年に2回程度

富士見市 〇 ごみ拾い 安心安全道路クリーン事業
年に2回（5月11月の富士見市をきれい
にする日）に実施

道路治水課および交通・
管理課

入間東部シルバー人材センター（臨時
公営自転車置場の委託管理者）

〇 除草 臨時公営自転車置場草刈り 年に2回（5.10月） 交通・管理課

鶴瀬公民館 〇 清掃 年末大掃除 年に1回（12月） 鶴瀬公民館

南畑公民館利用者の会 〇 清掃 年末大掃除 年に1回（12月） 南畑公民館

難波田城資料館 〇 清掃 ススハライ（古民家大掃除） 年に1回（12月）

難波田城いきものがかり 〇 植栽 難波田城公園内の花壇整備 月に1回程度

富士見市環境施策推進市民会議鶴瀬
東ブロック

〇 ごみ拾い 鶴瀬東ブロッククリーン作戦 年に2回（7.3月）

富士見市環境施策推進市民会議鶴瀬
西ブロック

〇 ごみ拾い 鶴瀬西ブロッククリーン作戦 年に2回（7.10月）

富士見市環境施策推進市民会議南畑ブロックと
富士見第一土地改良区で共催 〇 ごみ拾い 南畑ブロッククリーン作戦 年に5回程度（6～8月）

富士見市環境施策推進市民会議南畑ブロックと
南畑地区社会福祉協議会で共催 〇 ごみ拾い 南畑ブロッククリーン作戦 年に1回程度（6月）

鶴瀬小学校 〇 清掃 特になし 年に1回（11月）

水谷小学校 〇 除草 親子除草・全校除草 年4回程度

南畑小学校 〇 除草 除草作業 年1回
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関沢小学校 〇 清掃 落ち葉清掃 秋から冬にかけて年20回程度

勝瀬小学校 〇 清掃・除草 特になし 年2回程度

水谷東小学校 〇 除草 親子除草 年2回程度

水谷東小学校 清掃
水谷東クリーン作戦（企画：水谷東
まちづくり協議会）

年に1回（12月）

みずほ台小学校 〇 清掃 もくもく清掃 週5日

針ケ谷小学校 〇 清掃・除草 特になし 年5回程度（6.8.10.11月に実施）

ふじみ野小学校 〇 除草 親子除草 年に1回

富士見台中学校 〇 植栽 花の植え替え 年に2回程度（5.10月に実施）

〇 ごみ拾い 地域清掃 年に2回程度（7.2月に実施）

植栽・除草
コスモス街道ボランティア（企画：コ
スモスの会☆ふじみ）

年に6～7回程度（6.7月に実施）

東中学校 〇 ごみ拾い 南畑クリーン作戦 年に2回程度（1学期末と2学期末）

〇 ごみ拾い 西中クリーン作戦 年に3回程度（7.12.3月に実施）

清掃
富士見市をきれいにする日（企画：
各町会）

年に2回程度（5.11月）

水谷中学校 清掃
水谷東をきれいにする日（企画：水
谷東まちづくり協議会）

年に1回（12月半ばの土曜日）

〇 植栽 校庭全面の芝生の手入れ 年に1～2回程度

〇 植栽 敷地内の花植え 年に2回程度（卒業式の前）

【参考】平成30年度のクリーン作戦事業実施計画書　提出状況

96 団体

　内訳（団体種別）：

　　町会等34、事業者・事業団体26、福祉団体等22、放課後児童クラブ13、公共団体1
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