
合計　97団体　ご参加ありがとうございます R2.3.31現在

企業、団体名 活動日又は期間 場所 活動内容 延べ人数 市の支援

1 城西運輸機工株式会社 平成31年4月11日 福留町周辺 清掃 2人 土嚢袋20袋、ごみ回収

2 千代野あじさい会 令和元年5月17日
千代野町内の市道、公
園体育館会周辺

除草、清掃 70人 ゴミ袋50袋、ごみ収集

3 白山ロータリークラブ 令和元年5月21日
松任駅前
（千代女の里俳句館
前）

除草 30人 ゴミ袋100袋、ごみ収集

4 千代野建設株式会社、千友会 令和元年6月1日
末広町、倉光町地内
松任中学校周辺道路

除草、清掃 57人 土嚢袋100袋、ごみ回収

5 白山市立出城公民館 令和元年6月2日
出城公民、蕪城体育
館、周辺道路

除草、清掃、花植え 185人
ゴミ袋50袋、混合油10L、
ごみ収集

6
白山建設㈱、はくさん緑化工業㈱、㈱
友真社、㈱野々市工建、㈱フクオカ、
白伸会

令和元年6月8日
河内町口直海～吉岡
三浦町～木津町

除草、清掃 96人 ゴミ袋100袋、ごみ回収

7 八田町おにゆり部会 令和元年6月9日 八田町内会周辺 除草、清掃 33人
ゴミ袋50枚、混合油10L、
ごみ収集

8 白山市シルバー人材センター 令和元年6月27日
博労二丁目50番地　周
辺

街路樹除草及び清掃 38人
ゴミ袋100袋、混合油
10L、ごみ回収

9 株式会社キムラ電機 令和元年7月6日 乾町会社周辺 どぶ掃除 21人 土嚢袋100袋、ごみ回収

10 石立町町内会 令和元年7月14日 石立町町内会周辺 除草、街路樹軽剪定 130人 混合油10L、ゴミ袋80枚

11 林中教和会、すみれ会 令和元年7月15日
林中地区11町内会周辺、松
南小学校への通路、林中公
民館周辺

除草、清掃 70人
ゴミ袋110袋、混合油
10L、ごみ回収

12 宮保体育協会 令和元年7月15日 小川、上小川海岸 清掃 70人 ゴミ袋200枚、ゴミ回収

13 千代野まつり保存会 令和元年8月11日
千代野地区いちょう大通
り

街路樹軽剪定 8人 ゴミ回収

14 東明小学校PTA 令和元年8月25日 東明小学校周辺の溝 清掃 330人 土嚢50袋、ゴミ回収

15 千代野あじさい会 令和元年9月2日
千代野町内、市道、公
園体育館周辺

除草、清掃 52人 ゴミ袋50枚、ゴミ収集

16 石川県鉄工団地協同組合
令和元年9月30日～

10月7日
石川県鉄工団地敷地
内

除草、泥上げ 100人 ゴミ袋300枚、ゴミ回収

17 白山市シルバー人材センター 令和元年10月10日
博労二丁目50番地　周
辺

街路樹除草及び清掃 31人 ゴミ袋60枚、ゴミ回収

18 剣崎町町内会 令和元年10月27日
剣崎町地内の七ケ用水
沿い農道

除草、街路樹剪定、清
掃

12人 ゴミ袋50枚、ゴミ収集

19 鹿島平　平寿会 令和元年5月6日 鹿島平地内公園4箇所 除草 20人
混合油10L、軍手25双
ごみ袋70L 50枚

20 鹿島平中町内会 令和元年5月12日 鹿島平中町内会周辺 〃 200人
混合油10L、てみ3個
ごみ袋45L 400枚

21 鹿島平東町内会 令和元年5月12日 鹿島平東町内会周辺 〃 50人
混合油10L
ごみ袋45L 100枚

22 鹿島平西町内会 令和元年5月12日 鹿島平西町内会周辺 〃 60人
混合油10L、軍手60双
ごみ袋45L 100枚

23 長屋町２区 令和元年5月12日 長屋町ごみ集積所横 〃 10人 土のう袋　50枚

24 美川ライオンズクラブ 令和元年5月14日 ライオンズ小公園 除草 10人 回収処分（総務課）

25 平加町町内会 令和元年5月26日
平加町内会周辺
(安産川沿線)

清掃、除草 64人 混合油10L

26 鹿島町町内会 令和元年6月2日
ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ2号線緑地
帯、さくら公園周辺

除草 300人
混合油10L、ごみ袋400
枚

27 湊桜を見守る会 令和元年6月2日 熊田川沿い 清掃、除草 13人

28 小舞子の黒松と渚を守る会 令和元年6月22日 小舞子児童公園 清掃、除草 30人

29 鹿島平平寿会 令和元年7月15日
鹿島平地内公園4箇
所、円形花壇

除草 22人
軍手24双、ごみ袋50枚、
混合油10L

30 鹿島平西町内会 令和元年8月4日 鹿島平西町内会周辺 除草、清掃 50人
軍手40双、ごみ袋300
枚、混合油10L

31 鹿島平中町内会 令和元年8月4日 鹿島平中町内会周辺 除草、清掃 80人
混合油10L、ごみ袋400
枚

32 鹿島平東町内会 令和元年8月4日 鹿島平東町内会周辺 除草、清掃 80人 混合油5L、ごみ袋200枚

令和元年度　白山「みち」と「川」の美化パートナー制度活動実績



企業、団体名 活動日又は期間 場所 活動内容 延べ人数 市の支援

33 鹿島町町内会 令和元年8月4日
ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ2号線緑地
帯、さくら公園周辺

除草、清掃 150人
混合油10L、ごみ袋400
枚

34 鹿島平中町内会 令和元年10月5日 鹿島平中町内周辺 除草、清掃 50人
混合油10L
ごみ袋200枚

35 鹿島平東町内会 令和元年10月5日 鹿島平東町内周辺 除草、清掃 50人 混合油10L

36 鹿島平西町内会 令和元年10月5日 鹿島平西地内公園 除草、清掃 50人
混合油10L、軍手40双
ごみ袋300枚

37 鹿島平平寿会 令和元年9月28日
鹿島平地内公園4箇
所、円形花壇

除草、清掃 20人
混合油10L、軍手24双
ナイロンコード3巻

38 平加町町内会 令和元年9月22日 安産川 除草、清掃 43人 回収処分（総務課）

39 鹿島平中町内会 令和元年11月13日 鹿島平中町内周辺 落ち葉拾い 100人 ごみ袋150枚

40 鹿島平平寿会 令和元年11月13日 鹿島平内幹線道路 落ち葉拾い 20人 ごみ袋50枚

41 平加町町内会 令和2年3月7日 平加町地内 落ち葉清掃 8人 回収処分（総務課）

42 陽羽里町内会 平成31年4月21日 陽羽里 公園、調整池清掃 80人
ゴミ袋160枚、土のう袋200枚、
混合油10L、ゴミ回収

43 富光寺町内会 令和元年6月9日 富光寺町 除草、清掃 50人
ゴミ袋100枚、混合油10L
ゴミ回収

44 深瀬新町町内会 令和元年7月21日 深瀬新町 除草、清掃 120人 ゴミ袋50枚、ゴミ回収

45 富光寺町内会 令和元年8月4日 富光寺町 除草、清掃 100人 ゴミ袋100枚、ゴミ回収

46 深瀬新町町内会 令和元年8月18日 深瀬新町 除草、清掃 100人 ゴミ回収

47 白山市体育協会鶴来支部 令和元年11月23日 鶴来大国町 清掃 400人 ゴミ袋300枚、ゴミ回収

48 河内町吉岡 令和元年7月7日
吉岡地内の国道、市
道、林道、谷川

路肩の雑草刈取り及
び空き缶等ゴミ拾い

60人 ゴミ袋30枚、混合油20L

49 河内町江津
令和元年6月23日
令和元年7月7日

江津地内の国道、市道
等

路肩等の雑草刈取
り、街路樹剪定、ゴミ
収集

35人 ゴミ袋50枚、混合油20L

50 河内町満天星 令和元年5月26日 町内会地内の市道
路面、路肩の雑草刈
取り及び清掃

25人 ゴミ袋30枚、混合油20L

51 河内町きりの里 令和元年7月7日
きりの里地内の国道
他、

路面、路肩、国道沿い
用水の雑草刈取り

32人 ゴミ袋50枚、混合油20L

52 河内町福岡 令和元年7月7日
福岡町地内の国道、市
道及び林道

路面、路肩の雑草刈
取り、樹枝の伐採、側
溝清掃等

70人 ゴミ袋50枚、混合油20L

53 河内町ふじが丘 令和元年7月21日
国道157号線沿い及び
町内の市道、公園等

浪漫、路肩の雑草刈
取り及びゴミ拾い

43人 ゴミ袋30枚、混合油20L

54 河内町口直海 令和元年7月7日
地内の市道及び県道、
国道

法面、路肩の雑草刈、
空き缶等ゴミ拾い

25人 ゴミ袋30枚、混合油20L

55 河内町奥池 令和元年7月7日 地内の県道
路肩の草刈、空き缶
拾い

7人 ゴミ袋10枚、混合油20L

56 河内町久保
令和元年6月17日、20
日　　　　　令和元年7

月7日

久保地内の市道、林
道、県道

路面、路肩の雑草刈
取り及び路側のゴミ拾
い

29人 ゴミ袋30枚、混合油20L

57 河内町吹上
令和元年6月20日
令和元年7月5日

吹上町内の県道、市道
路面、路肩の雑草刈
取

4人 混合油20L

58 河内町板尾 令和元年7月7日 板尾区内の市道、県道
路面、路肩の雑草刈
取及び樹枝の伐採

18人 混合油20L

59 河内町金間
令和元年6月5日～7月

7日
市道、県道及び神社、
水道施設

路面、路肩の雑草刈
取

13人 ゴミ袋30枚、混合油20L

60 河内町下折 令和元年7月7日 県道口直海内尾線 路肩の雑草刈払い 15人 混合油20L

61 河内町内尾 令和元年7月7日 県道口直海内尾線 路肩の雑草刈払い 15人 混合油20L

62 河内地区代表者連絡協議会 令和元年6月23日 県道口直海内尾線
路面、路肩の雑草刈
取及び側溝の清掃

23人 混合油20L

63 下吉野 令和元年7月7日 国道157号線沿い 草刈及び清掃 38人 軍手40双、混合油20L

64 味智の郷 令和元年6月30日 味智の郷地内の市道
路面、路肩の除草、樹
枝の伐採、側溝清掃

60人 ゴミ袋50枚、混合油20L

65 上吉野 令和元年7月7日 国道157号線及び市道 路肩の雑草刈取 50人 軍手50双、混合油20L
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66 佐良 令和元年7月7日 佐良地内の国道、市道
路面、路肩の雑草刈
取及び樹枝の伐採

17人 混合油20L

67 瀬波 令和元年7月7日 瀬波地内の市道 路面路肩の雑草刈取 24人 混合油20L

68 市原 令和元年7月7日
市原区内の国道、市
道、林道沿い

除草、清掃 30人 混合油20L

69 下木滑 令和元年7月7日
国道及び市道路肩、コ
ミュニティホールほか

除草 14人 混合油20L

70 上木滑 令和元年7月7日
区地内の国道、私道、
農道、施設

除草 20人 混合油20L

71 木滑新 令和元年7月14日
地内の国道、市道及び
農林道、公園

路面、路肩の草刈除草
及び公園樹木の剪定、
除草

12人
ゴミ袋10枚、軍手12双、
混合油20L

72 中宮 令和元年7月7日 中宮地内の市道
路面、路肩の草刈除草
及び樹木の伐採、側溝
清掃

12人 ゴミ袋20枚、混合油20L

73 広瀬 令和元年7月7日
広瀬町町内の市道、県
道

路面、路肩の雑草刈
取及び花壇の除草

28人 混合油20L

74 ヴィラ瀬音 令和元年7月7日
町会付近の県道及び市
道

路面路肩の草刈 22人 ゴミ袋20枚、混合油20L

75 ファミール 令和元年7月7日 町内の市道
路面、路肩の雑草刈
取樹枝の伐採、側溝
清掃

30人 混合油20L

76 瀬木野 令和元年7月7日 瀬木野町地内の市道
路面、路肩の雑草刈取
樹枝の伐採、キャニオン
ロード路肩等の除草

19人 混合油20L

77 河合 令和元年7月7日
地内の県道、市道及び
幹線水路

道路及び水路法面の
雑草刈取、樹枝の伐
採

35人 混合油20L

78 若原 令和元年7月7日
若原町地内の市道及び
県道

路面、路肩の雑草刈
取

19人 混合油20L

79 下野 令和元年7月7日
市道下野１号ほか、大
日川河川敷

道路、河川敷の草刈
作業及び雑木伐採等

34人 混合油20L

80 上野 令和元年7月7日 上野町地内の市道
路面、路肩の雑草刈
取及び樹枝の伐採

54人 混合油20L

81 下出合 令和元年7月7日
町内国道360号線及び
県道出合布橋線

路面、路肩の雑草刈取
及び樹枝の伐採、側溝
清掃

17人 混合油20L

82 上出合 令和元年7月7日 上出合町内会周辺 除草 15人 混合油20L

83 別宮 令和元年7月7日
地内の市道、林道、河
川

路面、路肩、河川の雑
草刈取

10人 混合油20L

84 別宮出 令和元年7月7日
地内の市道、林道、河
川

路面、路肩、河川の雑
草刈取

11人 混合油20L

85 杉森 令和元年7月7日 杉森町内の県道
路面、路肩の雑草刈
取

20人 混合油20L

86 神子清水 令和元年7月7日 町内の市道
路面、路肩の雑草刈
取、樹木の伐採

25人
ゴミ袋20枚、軍手30双、
混合油20L

87 左礫 令和元年7月7日 町内の市道
路面、路肩の雑草刈
取り

12人 混合油20L

88 阿手 令和元年7月7日 町内の市道
路面、路肩の雑草刈
取り

3人 混合油20L

89 五十谷
令和元年6月21日～7月7

日
町内の市道

路面路肩の雑草刈取
り

3人 混合油20L

90 相滝 令和元年7月7日
相滝町内会周辺の道
路、河川、用水

路肩の雑草刈取り、
用水及び河川の雑草
刈取

20人 混合油20L

91 釜清水 令和元年7月7日
釜清水町地内の国道、
県道

路面、路肩の雑草刈
取及び樹枝の伐採

25人 混合油20L

92 下吉谷 令和元年7月7日
下吉谷町内会周辺の
道路及びバス停

除草、清掃 55人 混合油20L

93 上吉谷 令和元年7月7日
地内の県道、市道、駿
馬川

路面、路肩、河川の雑
草刈取

35人 混合油20L

94 西佐良 令和元年7月7日 西佐良町内の市道等
路面、路肩の雑草刈
取

25人 混合油20L

95 三ツ屋野 令和元年7月7日
三ツ屋野町地内の県道
及び歩道

路面、路肩の雑草刈
取

33人 混合油20L

96 河原山 令和元年7月7日 河原山町地内の市道
路面、路肩の雑草刈取
及び樹枝の伐採、側溝
清掃

40人 混合油20L

97 仏師ヶ野 令和元年7月7日 仏師ヶ野町地内の市道
路面、路肩の雑草刈
取、樹枝の伐採、側溝
清掃

10人 混合油20L


