
令和３年度　あったか高知。秋のおもてなし一斉清掃　市町村実施一覧（予定）
令和3年10月14日時点

市町村 開催日 清掃時間 実施個所数 清掃場所 清掃内容 集合場所 集合時間 駐車台数 清掃用具の提供 その内容

香美市　商工観光課 9月5日（日） 9:00～10:00 1箇所 龍河洞周辺 ゴミ拾い （財）龍河洞保存会前 9:00 普通車100台、大型車30台 有り 金バサミ

中土佐町　まちづくり課 9月24日(金) 16：00～17：00 1箇所 久礼ふるさと海岸周辺 ゴミ拾い 久礼ふるさと海岸 15:50 久礼ふるさと海岸　50台 有り 金バサミ

室戸市　観光ジオパーク推進課 10月5日(火) 9：00～10：00 １箇所 室戸市太平～黒耳地区 ゴミ拾い、清掃 現地（キラメッセ室戸他） 9:00 有り 金ハサミ、鎌等

四万十町　大正地域振興局
地域振興課

10月6日(水) 17:15～17:45 1箇所 大正 ゴミ拾い 大正地域振興局前 17:15 30台 無し 金バサミ

越知町　企画課 10月8日(金) 9：00～10：00 1箇所 宮の前公園 ゴミ拾い 宮の前公園 8:50 約700台 無し

宿毛市　商工観光課 10月11日(月) 8:00～10:00 3箇所
旧フェリー乗り場
松田川親水公園
東中学校グラウンド

ゴミ拾い
旧フェリー乗り場
松田川親水公園
東中学校グラウンド

8:00 各30台程度 無し

高知県　おもてなし課 10月19日(火) 8：50～10：00 3箇所
高知市中心地
JR高知駅前
龍馬の生まれたまち記念館

ゴミ拾い
中央公園
JR高知駅前
龍馬の生まれたまち記念館

8:50 なし 有り 金バサミ

高知市　観光振興課 10月19日(火) 9：00～10：00 １箇所 桂浜公園 ゴミ拾い 桂浜公園ステージ付近 9:00 桂浜公園　400台 有り 金バサミ

安芸市　商工観光水産課 10月19日(火) 9：00～10：00 3箇所
溝ノ辺公園（野良時計東）
元気館
染井町北緑地

ゴミ拾い　草引き
溝ノ辺公園
元気館
染井町北緑地

8:50
溝ノ辺公園　　　約20台
元気館　　　　　  約50台
染井町北緑地　　なし

有り 金バサミ、熊手、鎌

南国市　商工観光課 10月19日(火) 9：00～10：00 2箇所
県立歴史民俗資料館周辺
道の駅南国風良里

ゴミ拾い
県立歴史民俗資料館登り口駐車場
道の駅南国風良里上段駐車場

9:00
県立歴史民俗資料館周辺　10台
道の駅南国風良里　15台

有り
金バサミ

※ただし、数に限りあり

土佐市　未来づくり課 10月19日(火) 9：00～10：00 １箇所
新居地区観光交流施設”南風”
新居緑地公園

ゴミ拾い 新居地区観光交流施設”南風” 8:50 30台 有り 金バサミ

須崎市　元気創造課 10月19日(火) 9：00～10：00 1箇所 野見　潮ばかり公園付近 ゴミ拾い 野見　潮ばかり公園付近 9:00 30台 無し

土佐清水市　観光商工課 10月19日(火) 9：00～10：00 2箇所
足摺岬
竜串

ごみ拾い
足摺：　白山神社
竜串：　桜浜シャワー室前

9:00
足摺　100台
竜串　50台

有り 金バサミ

四万十市　観光商工課 10月19日（火） 9:00～ 5箇所（予定）

・一條教房の墓（倒壊の為、修復状況によっては変更あり）
・一條房基の供養塔
・奥御前神社
・初崎、名鹿、四万十川野鳥公園各トイレ
・安並水車の里

ゴミ拾い、草引き 中村大神宮 8:50 約100台 有り
火ばさみ
竹ぼうき

など

香南市　商工観光課 10月19日（火） 9:00～10:00 2箇所
１．のいち駅周辺　　　　　　　　　
２．絵金蔵・弁天座周辺

ゴミ拾い
１．のいち駅　　　　　　
２．絵金蔵・弁天座周辺

9:00
１．なし　　　　　　　　　　　　　
２．5台分

有り ほうき、ちりとり、金ばさみ

香美市　商工観光課 10月19日(火) 9:00～10:00 10箇所

・国道195号警察西側踏切から駅前交差点まで
・国道195号駅前交差点から百石三叉路まで
・戸板島橋西詰から松本大師堂経由南国市境までの遍路道
・松本大師堂周辺
・土佐山田駅から戸板島橋たもとまで
・土佐山田町商店街（駅前通りを中心にそれぞれ東・西）
・龍河洞周辺
・アンパンマンミュージアム近辺
・奥物部ふるさと市を中心とする国道195号
・べふ峡温泉周辺

ゴミ拾い

土佐山田町：香美市役所本庁舎正面玄関前
香北町：保健福祉センター香北駐車場
物部町：奥物部ふれあいプラザ駐車場
龍河洞：（財）龍河洞保存会前
べふ峡：べふ峡温泉

9:00

土佐山田町（普通車20台）
香北町（普通車30台/大型車5台）
物部町（普通車30台/大型車2台）
龍河洞（普通車100台/大型車30台）
べふ峡（普通車50台/※大型車の駐車も可
能）

有り 金バサミ

東洋町　総務課企画調整室 10月19日(火) 8:30～9:30 1箇所 白浜海水浴場周辺 ゴミ拾い 白浜海水浴場駐車場 8:30 無料駐車場　175台 無し

奈半利町　地域振興課 10月19日(火) 9：00～10：00 １箇所 奈半利駅周辺 ゴミ拾い 奈半利駅 9:00 40台 有り 竹ぼうき、金バサミ

田野町　まちづくり推進課 10月19日(火) 9:00～10:00 1箇所 「道の駅 田野駅屋」周辺 ゴミ拾い 道の駅 田野駅屋 9:00 30台 有り 金バサミ

安田町　地域創生課 10月19日(火) 9：00～10：00 2箇所
唐浜海岸
九丁公園

ゴミ拾い 九丁公園 9:00 九丁公園2～3台 有り 金バサミ、ほうき

北川村　経済建設課 10月19日(火) 9:00～10:00 2箇所
モネの庭入口から奈半利町境
中岡慎太郎館周辺

ゴミ拾い
モネの庭入り口付近国道
中岡慎太郎館前

9:00
モネの庭駐車場　100台、うち大型6台
中岡慎太郎館駐車場　14台

有り ごみ袋、軍手

馬路村　地域振興課 10月19日(火) 16：30～17：30 4ルート
馬路温泉～ゆずの森周辺　　　
ゆずの森～県道安田東洋線安田町・馬路村町村境

ゴミ拾い　　看板清掃 馬路村役場前 16:00 20台 有り 金バサミ

芸西村　企画振興課 10月19日(火) 8：30～10:00 1箇所 琴ヶ浜野外劇場周辺 ゴミ拾い 琴ヶ浜野外劇場駐車場 8:30 野外劇場駐車場　45台 有り 軍手、金バサミ、竹帚

大豊町　産業建設課 10月19日(火) 9：00～10：30 1箇所 道の駅　大杉
ゴミ拾い
トイレ掃除

道の駅　大杉　駐車場 9:00
普通車　15台
大型車　　1台

有り 金バサミ、ホーキ、雑巾

土佐町　企画推進課 10月19日(火) 9:00～11:00 2箇所
早明浦ダム周辺
道の駅土佐さめうら

ゴミ拾い
草刈り等

早明浦ダム堰堤西側
道の駅土佐さめうら

9:00
早明浦ダム堰堤　10台
道の駅土佐さめうら　35台

有り（一部） 鎌、ほうき、ショベル

仁淀川町　産業建設課 10月19日(火) 9：00～10：00 1箇所 引地公園 ゴミ拾い 引地公園（仁淀川町二子野） 9:00 20台 有り 金バサミ

佐川町　チーム佐川推進課 10月19日(火) 9：00～10：00 2箇所
JR佐川駅構内
上町地区周辺

ゴミ拾い JR佐川駅前 9:00 5台程度 有り ほうき、金バサミ、ぞうきん

津野町　産業課 10月19日(火) 9：00～10：00 5箇所

風車の駅
道の駅布施ヶ坂
四国カルスト天狗高原
吉村虎太郎邸
長沢の滝

ゴミ拾い 各集合場所 9:00

風車の駅　10台
道の駅布施ヶ坂　55台　
四国カルスト天狗高原　100台
吉村虎太郎邸　2台
長沢の滝　30台

無し



市町村 開催日 清掃時間 実施個所数 清掃場所 清掃内容 集合場所 集合時間 駐車台数 清掃用具の提供 その内容

四万十町　
にぎわい創出課

10月１9日(火）
(予備日)

10月20日(水)
9：00～10：00 1箇所 本町・上本町 ゴミ拾い 本町商店街（ポケットパーク） 8:30 商店街駐車場なし 有り 金バサミ

四万十町　十和地域振興局
地域振興課

10月19日(火）
（予備日）

10月20日（水）
9:00～10:00 1箇所 道の駅四万十とおわ ゴミ拾い 道の駅四万十とおわ前 8:30 66台 無し 金バサミ

三原村　地域振興課 10月21日(木) 15:00～17：00 村内全域 県道・村道 ゴミ拾い
三原村役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三原村農業構造改善センター

15:00
三原村役場　30台　　　　　　　　
三原村農業構造改善センター　100台

無し

いの町　産業経済課　 10月23日(土) 8：00～9：00 1箇所 仁淀川河原（波川公園付近） ゴミ拾い 波川公園 8:00
波川公園駐車場
100台

有り 火ばさみ

いの町　吾北産業課 10月23日(土) 8：00～9：00 1箇所 仁淀川支流河原（広瀬キャンプ場付近） ゴミ拾い 広瀬キャンプ場 8:00 広瀬キャンプ場　25台 有り 軍手、火ばさみ、ゴミ袋

黒潮町　産業推進室 10月23日（土） 8：00-10：00 3箇所
入野松原周辺
入野海岸周辺
浮鞭海岸周辺

ゴミ拾い
海のバザール、宮川公園、大方球場東駐車場、大
規模公園（道の駅ビオスおおがた）鞭駐車場海岸
降り口、浮津海水浴場駐車場

8:00 各地点　20台以上 有り ゴミ袋、軍手、金バサミ

大月町　まちづくり推進課

日高村　産業環境課 11月6日(土) 8：00～9：00 1箇所 小村神社周辺 ゴミ拾い 小村神社駐車場 7:30 普通車15台、大型車2台程度 有り 金バサミ

梼原町　産業振興課 11月 15：00～16：30 1箇所 国号440号沿い　町中心部歩道
ゴミ拾い
歩道洗い

梼原町役場駐車場 15:00 50台 有り 竹ぼうき、金ばさみ

　      　中  止


