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ごみのポイ捨て禁止運動「春季街頭啓発及びごみ拾い」の実施に

ついて

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

標記の件について，次のとおり実施します。

毎年多くの市民ボランティアの皆様に御参加いただいておりますが，新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため，昨年秋と同様に市民ボランティ

アの募集をせず，旭川市職員のボランティア活動として実施します。

旭川の玄関口である旭川駅周辺のごみ拾いをすることで，旭川を訪れる

多くの方が，ごみの散乱のないきれいな街並みを実感していただきたいと

考えておりますので，是非とも報道していただきますようお願いいたしま

す。

１ ごみのポイ捨て禁止運動について

ごみに対する市民意識の高揚を図るとともに，市民の皆様の生活環境を

守り，美しいまちづくりを進めるため，平成７年度から「ごみのポイ捨て

禁止運動」を展開しており，平成９年４月には本運動に市民，事業者及び

本市が一体となって取り組むため「旭川市ごみのポイ捨て禁止条例」を施

行し，「春季街頭啓発運動及びごみ拾い」を実施しています。

２ 「春季街頭啓発運動及びごみ拾い」の詳細

（１）日 時 令和３年４月２４日（土）午前１０時から午前１

１時まで

（２）全体説明会 宮下通８丁目 旭川駅北広場

（３）参 加 者 旭川市職員 ２２９名（４月１２日現在）

添付資料
有 ・ 無 （実施実績）（実施要領）

（有・無のいずれかを囲むこと。）

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。

報道（取材）に当

たってのお願い

雨天中止の場合は，当日，午前８時３０分までに決定しますので，

お手数ですがクリーンセンター（３６－２２１３）までお問合せください。

備 考



ごみのポイ捨て禁止運動「春季街頭啓発及びごみ拾い」実施要領

１ 目的

ごみに対する市民意識の高揚を図るとともに，市民の生活環境を守り，美しいまちづく

りを推進するため，平成７年度から「ごみのポイ捨て禁止運動」を展開している。また，

平成９年４月には本運動に市民，事業者及び行政が一体となって取組むため「旭川市ごみ

のポイ捨て禁止条例」を施行し，その浸透を図り，更なる普及啓発を目指すため街頭啓発

及びごみ拾いの実践活動を実施する。

なお，今回の街頭啓発及びごみ拾いについては新型コロナウイルス感染症対策として，

市民参加を求めず，旭川市職員のみで実施する。

２ 開催日程

令和３年４月２４日（土）午前１０時から約１時間（午前１１時まで）

３ 開催方法

開会セレモニー後，事前に割り振りした担当区域でごみ拾いの実践活動を行う。

ポケットティッシュ配布を中止するが，タスキを着用することで街頭啓発の実施とす

る。

タスキは市環境部が用意し，軍手とごみ袋は参加者各自で用意していただく。

火ばさみは，希望者にのみ貸し出す。

（予定人員 ２３０名）

ア 集 合：午前９時５０分 旭川駅北広場（宮下通８丁目）

イ 開 会：午前１０時００分 旭川駅北広場（宮下通８丁目）

ウ 主催者挨拶：環境部長（予定）

エ ごみ拾い ：午前１０時１０分～午前１１時００分

オ 集合・解散：総合庁舎正面車寄（６条通９丁目）に集合，自主解散



街頭啓発 ごみ拾い
H7 秋 5団体 150人 平和通買物公園 平和通買物公園～緑橋通～永隆橋通
H20 春 39団体 674人 宮下通～４条通の７・８丁目（２ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１２ブロック）

H20 秋 40団体 650人
平和通買物公園（３ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（２ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１２ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H21 春 42団体 680人 宮下通～４条通の７・８丁目（２ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１２ブロック）

H21 秋 39団体 751人
平和通買物公園（３ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（２ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１２ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H22 春 39団体 845人 宮下通～４条通の７・８丁目（２ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１２ブロック）

H22 秋 42団体 961人
平和通買物公園（３ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前
（２ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１２ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H23 春
※１

40団体 1038人 宮下通～４条通の７・８丁目（２ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１２ブロック）

H23 秋
※１    

43団体 946人
平和通買物公園（３ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（２ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１２ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H24 春    44団体 1088人 宮下通～４条通の７・８丁目（７ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１２ブロック）

H24 秋 50団体 991人
平和通買物公園（３ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（２ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１２ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H25 春 57団体 1089人 宮下通～４条通７・８丁目（７ブロック） 宮下通～８条通の６～９丁目（１６ブロック）

H25 秋 49団体 1106人 平和通買物公園（６ブロック）
宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ

H26 春 46団体 1316人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～８条通６～１０丁目（１６ブロック）

H26 秋 60団体 1270人
平和通買物公園（６ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（1ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H2７ 春 55団体 1382人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～７条通６～１０丁目（１６ブロック）

H2７ 秋 55団体 1322人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ

H28 春 84団体 1662人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～７条通６～１０丁目（１６ブロック）

H28 秋 93団体 1580人
平和通買物公園（６ブロック）
銀座通商店街，イトーヨーカドー旭川店前     
（1ブロック）

宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ
ク）

H29 春 108団体 2016人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～７条通６～１０丁目
宮前２条１～２丁目（１７ブロック）

H29 秋 91団体 1502人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ

H30 春 103団体 1802人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～７条通６～１０丁目
宮前２条１～２丁目（１７ブロック）

H30 秋 93団体 1526人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ

R1 春 102団体 1808人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通６～１１丁目
１条通～７条通６～１０丁目
宮前２条１～２丁目（１７ブロック）

R1 秋 98団体 1706人 宮下通～４条通７・８丁目（６ブロック）
宮下通～７条通の６～９丁目（１６ブロック）
３条通～８条通の１３～１６丁目（４ブロッ

R2春
※２
R2秋
※３

市職員 198人 中止 宮下通～７条通の６～１０丁目（４ブロック）

ポイ捨て禁止運動　街頭啓発及びごみ拾い実施実績　(H7年及び平成20年分から令和2年度秋まで）

実施場所

中止

※１　H23年度春季及び秋季については，雨天のため中止となったので，予定の人数及び場所を記載した。

※２　Ｒ2年度春季については，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。

※３　Ｒ2年度秋季については，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため市民ボランティアの募集と街頭啓発を中止し，市職員のみの実施とした。

年度 参加団体数 参加人数

150人

674人650人680人751人
845人

961人1038人946人
1088人

991人
1089人1106人

1316人1270人
1382人1322人

1662人1580人

2016人

1502人

1802人

1526人

1808人
1706人

198人

0人

500人

1000人

1500人

2000人

2500人

H7 秋 H20 春H20 秋H21 春H21 秋H22 春H22 秋H23 春
※１

H23 秋
※１    

H24 春    H24 秋H25 春H25 秋H26 春H26 秋H2７ 春H2７ 秋H28 春H28 秋H29 春H29 秋H30 春H30 秋 R1 春 R1 秋 R2春
※２

R2秋
※３


