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１  内 容 

本年度は市内の 170 団体のみなさまにご協力いただき、無事に市内一斉クリーン週間を終え

ることができました。昨年度よりも参加団体が 7 増え、「沼津市をよりきれいにしよう」というみなさ

まの美化意識が伝わります。 

また、提供していただいた団体の活動写真をホームページにて掲載しております。 
 

２  目 的 ・ 経 緯 

 沼津市では、平成 14 年度から、11 月に市内一斉清掃の日（今年度は 11 月 18 日（日））の  

前 1 週間を「市内一斉クリーン週間」としています。 

この期間中に、市内各事業所、各種団体及び学校等において、周辺の公共スペースの清掃 

活動を実施することで、職場においても環境美化を実践していただき、自分たちのまちをきれい

にし、快適な生活環境を推進することを目的としています。 
 

３  結果報告 

 平成 30 年度市内一斉クリーン週間 

・参 加 団 体 ：170 団体 （平成 29 年度：163 団体） → 7 団体 増 

・参 加 人 数 ：5,934 人 （平成 29 年度：6,072 人）  → 138 人 減 

・ご み 回 収 量 ：3,774kg  （平成 29 年度：3,426kg）  → 348kg 増 

 

４  参加事業所 

 沼津市役所ホームページ「ごみ・リサイクル広場」にて公開中 

５ 特徴 

  近隣市町では行われていない事業であり、市内事業所に協力していただくことで、住宅地だ

けでなく市内全域の環境美化を推進することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○沼津市役所でのごみ回収の様子 
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ピアゴ香貫店 沼津セントラル・コンストラクション協同組合 

ニューウェルサンピア沼津 株式会社特電 

一般財団法人東海検診センター ダイハツ沼津販売株式会社 沼津バイパス店 

沼津工業団地協同組合 財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 

富士通株式会社 沼津工場 株式会社安田製作所 

スギデン株式会社 東芝機械エンジニアリング株式会社 

株式会社平安 沼津魚仲買商協同組合 

ダイハツ沼津販売株式会社 東芝ライテック株式会社 沼津工場 

沼津仲見世商店街振興組合 株式会社 ZOA 

株式会社綿安商店 図書印刷株式会社 沼津工場 

株式会社静岡県花き園芸卸売市場 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

株式会社ゴトー 
明電ファシリティサービス株式会社  

沼津南部事業所 

株式会社畠山製作所 
明電ファシリティサービス株式会社  

重須浄化センター 

NTT 西日本株式会社 沼津営業支店  

NTT 沼津北ビル 

明電ファシリティサービス株式会社  

沼津中部主幹事業所 

NTT 西日本株式会社 沼津営業支店  

NTT 沼津ビル 
明治安田生命保険相互会社 沼津南営業所 

北越東洋ファイバー株式会社 職業訓練法人沼津連合建設協会 

矢崎エナジーシステム株式会社 株式会社フジクラ 沼津事業所 
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大富運輸株式会社 マックスバリュ東海 沼津南店 

東芝機械株式会社 財団法人関東電気保安協会 沼津事業本部 

株式会社藤田建設 沼津市環境整備事業協同組合 

赤武エンジニアリング株式会社 プラサ ヴェルデ 

有限会社土肥クリーンサービス ＢｉＶｉ沼津 

有限会社土肥クリーンサービス戸田営業所 ホテル沼津キャッスル 

株式会社東興 やわら株式会社 足高事業所 

静岡沖電気株式会社 沼津鳶職組合 

株式会社扶桑ケミカル 株式会社川口化成 

株式会社フジネエンジニアリング 株式会社メトロ 

丸富製紙株式会社 沼津工場 ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社 

特種メーテル株式会社 大川食品工業株式会社 

株式会社リコー 沼津事業所 沼津みなとアートビル ねこや 

積水ハウス株式会社 沼津支店  東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 

株式会社庄司製作所 三井生命沼津大手町第２ビル 管理室 

沼津大手町商店街振興組合 明治安田生命保険相互会社 沼津北事業所 

有限会社トラスト 株式会社イズラシ 戸田工場 
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山田車体工業株式会社 ＪＡ南駿浮島支店 

株式会社明電舎 沼津事業所 沼津信用金庫下香貫支店 

株式会社コーゲツ 三島信用金庫沼津支店 

三友水処理株式会社 三島信用金庫静浦支店 

静岡ガス株式会社 東部支店 三島信用金庫あしたか支店 

新日本設計株式会社 三島信用金庫片浜支店 

株式会社アイム 三島信用金庫原町支店 

特別養護老人ホーム沼津フジビューホーム  

ケアハウス 沼津グリーンヒル 
沼津信用金庫香貫支店 

株式会社関電工 静岡支店 三井住友信託銀行 沼津店 

東レ・メディカル株式会社 静岡事業場 沼津大岡郵便局 

株式会社富士通エフサス 静岡東部支店 戸田郵便局 

医療法人社団愛康会 介護老人保健施設  

タカネ園 
沼津金岡郵便局 

丸は羽野水産株式会社 三津郵便局 

マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社 三の浦郵便局 

翔運輸株式会社 沼津西浦郵便局 

沼津を世界一綺麗にする会 沼津志下郵便局 

ネッツトヨタ静岡株式会社 沼津下香貫郵便局 
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沼津我入道郵便局 認定こども園片浜桜 ナーサリールーム 

沼津大平郵便局 愛鷹幼稚園 

沼津西島郵便局 いずみ保育園 

沼津本町郵便局 沼津北消防署 原分署 

沼津下河原郵便局 沼津北消防署 

沼津本郷郵便局 
駿東伊豆消防本部 沼津南消防署  

戸田出張所 

沼津合同庁舎内郵便局 
駿東伊豆消防本部 沼津南消防署  

西浦出張所 

沼津大塚郵便局 
駿東伊豆消防本部 沼津南消防署  

大平出張所 

浮島郵便局 
駿東伊豆消防本部 沼津南消防署  

内浦出張所 

飛龍高等学校 
駿東伊豆消防本部 沼津南消防署  

静浦分署 

青空保育園 駿東伊豆消防本部 沼津南消防署 

かぬき保育園 沼津商工会議所 

社会福祉法人橘会 幼保連携型認定こども園 

片浜桜 プレスクール 
社会福祉法人 あしたか太陽の丘 

浮島保育園 社団法人沼津市シルバー人材センター 

学校法人大聖学園 中央幼稚園 沼津市商工会 戸田支所 

まいとりや保育園 沼津労政会館 指定管理者 

恵愛保育園 社会福祉法人沼津市社会福祉協議会 
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財団法人報恩会 下水道施設管理センター 

県立沼津聴覚特別支援学校 沼津市立戸田図書館 

静岡県立あしたか職業訓練校 クリーンセンター 

沼津城北高校 沼津市立片浜小学校 

県立沼津西高等学校 沼津市立大岡保育所 

県立沼津視覚特別支援学校 沼津市役所 戸田 B&G 海洋センター 

静岡県立沼津特別支援学校愛鷹分校 沼津市立内浦小学校 

県立沼津技術専門校 岡宮北区整理事務所 

愛鷹市民窓口事務所 沼津市立北部保育所 

沼津市立金岡保育所 沼津市立ときわ保育所 

青少年教育センター 沼津市立大平小学校 

沼津市立西浦保育所 沼津市立大平保育所 

千本プラザ 沼津市立第四小学校 

浮島市民窓口事務所 沼津市立第五小学校 

沼津市役所 教職員研修センター 静浦市民窓口事務所 

沼津市保健センター 沼津市立病院 

沼津市立開北小学校 沼津市役所 

 



  

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社       財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院 

 

  

赤武エンジニアリング株式会社       東芝ライテック株式会社 沼津工場 

 

  

沼津鳶職組合                  翔運輸株式会社 

 

   

沼津市役所 


