
土岐川・庄内川ごみマップ
○令和３年４月から令和４年３月の１年間に国の河川パトロールで不法投棄が確認された
主な場所を図示したものです。令和３年度は「約６００万円」の処分費を要しています。
○みんなの土岐川・庄内川！！ ごみのないきれいな川にしましょう！！

家庭ごみ 粗大ごみ 産業廃棄ごみ 凡例

投棄ごみ確認件数

30件以上

10～29件

1～9件

国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/

ボランティアによる清掃の様子

発見されたゴミの種類別件数 （件数）

家庭ゴミ 粗大ゴミ 家電ゴミ
産業廃棄
ゴミ

漂着ゴミ
廃車機械
ゴミ

その他

233 209 58 50 34 28 427
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発見されたゴミの種類別割合

家庭ゴミ
粗大ゴミ
家電ゴミ
産業廃棄ゴミ
漂着ゴミ
廃車機械ゴミ
その他


Sheet1

				庄内川 ショウナイガワ																				発見されたゴミの種類別件数 ハッケン シュルイベツ ケンスウ												（件数） ケンスウ

				左岸⇒0		3		緑 ミドリ		右岸⇒0 ミギ		0				家庭ゴミの確認 カテイ カクニン				233				家庭ゴミ カテイ		粗大ゴミ ソダイ		家電ゴミ カデン		産業廃棄ゴミ サンギョウ ハイキ		漂着ゴミ ヒョウチャク		廃車機械ゴミ ハイシャ キカイ		その他 タ

				左岸⇒1		11		黄 キ		右岸⇒1 ミギ		0				家電ゴミの確認 カデン カクニン				58				233		209		58		50		34		28		427

				左岸⇒2		53		赤 アカ		右岸⇒2 ミギ		10		黄 キ		産業廃棄ゴミの確認 サンギョウ ハイキ カクニン				50

				左岸⇒3		48		赤 アカ		右岸⇒3 ミギ		5		緑 ミドリ		粗大ゴミの確認 ソダイ カクニン				209

				左岸⇒4		34		赤 アカ		右岸⇒4 ミギ		11		黄 キ		廃車機械ゴミの確認 ハイシャ キカイ カクニン				28

				左岸⇒5		25		緑 ミドリ		右岸⇒5 ミギ		49		赤 アカ		漂着ゴミの状況 ヒョウチャク ジョウキョウ				34

				左岸⇒6		37		赤 アカ		右岸⇒6 ミギ		27		黄 キ		その他 タ				428

				左岸⇒7		0				右岸⇒7 ミギ		47		赤 アカ

				左岸⇒8		100		赤 アカ		右岸⇒8 ミギ		22		黄 キ

				左岸⇒9		9		緑 ミドリ		右岸⇒9 ミギ		24		黄 キ

				左岸⇒10		2		緑 ミドリ		右岸⇒10 ミギ		21		黄 キ

				左岸⇒11		7		緑 ミドリ		右岸⇒11 ミギ		19		黄 キ

				左岸⇒12		6		緑 ミドリ		右岸⇒12 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒13		6		緑 ミドリ		右岸⇒13 ミギ		11		黄 キ

				左岸⇒14		5		緑 ミドリ		右岸⇒14 ミギ		5		緑 ミドリ

				左岸⇒15		14		黄 キ		右岸⇒15 ミギ		3		緑 ミドリ

				左岸⇒16		0				右岸⇒16 ミギ		2		緑 ミドリ

				左岸⇒17		4		緑 ミドリ		右岸⇒17 ミギ		8		緑 ミドリ

				左岸⇒18		3		緑 ミドリ		右岸⇒18 ミギ		10		緑 ミドリ

				左岸⇒19		4		緑 ミドリ		右岸⇒19 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒20		11		黄 キ		右岸⇒20 ミギ		4		緑 ミドリ

				左岸⇒21		19		黄 キ		右岸⇒21 ミギ		16		黄 キ

				左岸⇒22		17		黄 キ		右岸⇒22 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒23		8		緑 ミドリ		右岸⇒23 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒24		14		黄 キ		右岸⇒24 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒25		19		黄 キ		右岸⇒25 ミギ		10		緑 ミドリ

				左岸⇒26		0				右岸⇒26 ミギ		17		黄 キ

				左岸⇒27		4		緑 ミドリ		右岸⇒27 ミギ		4		緑 ミドリ

				左岸⇒28		6		緑 ミドリ		右岸⇒28 ミギ		1		緑 ミドリ

				左岸⇒29		8		緑 ミドリ		右岸⇒29 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒30		6		緑 ミドリ		右岸⇒30 ミギ		2		緑 ミドリ

				左岸⇒31		2		緑 ミドリ		右岸⇒31 ミギ		11		黄 キ

				左岸⇒32		5		緑 ミドリ		右岸⇒32 ミギ		6		緑 ミドリ

				左岸⇒33		37		赤 アカ		右岸⇒33 ミギ		1		緑 ミドリ

				左岸⇒34		4		緑 ミドリ		右岸⇒34 ミギ		1		緑 ミドリ

				左岸⇒35		1		緑 ミドリ		右岸⇒35 ミギ		4		緑 ミドリ

				左岸⇒36		1		緑 ミドリ		右岸⇒36 ミギ		0

				左岸⇒37		2		緑 ミドリ		右岸⇒37 ミギ		0

				左岸⇒38		0				右岸⇒38 ミギ		0

				左岸⇒39		3		緑 ミドリ		右岸⇒39 ミギ		2		緑 ミドリ

				左岸⇒40		0				右岸⇒40 ミギ		0

				左岸⇒41		0				右岸⇒41 ミギ		0

				左岸⇒42		0				右岸⇒42 ミギ		0

				左岸⇒43		0				右岸⇒43 ミギ		0

				左岸⇒44		0				右岸⇒44 ミギ		0

				左岸⇒45		0				右岸⇒45 ミギ		1		緑 ミドリ

				左岸⇒46		0				右岸⇒46 ミギ		0

				左岸⇒47		1		緑 ミドリ		右岸⇒47 ミギ		3		緑 ミドリ

				左岸⇒48		8		緑 ミドリ		右岸⇒48 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒49		0				右岸⇒49 ミギ		5		緑 ミドリ

				左岸⇒50		2		緑 ミドリ		右岸⇒50 ミギ		2		緑 ミドリ

				左岸⇒51		0				右岸⇒51 ミギ		0

				左岸⇒52		1		緑 ミドリ		右岸⇒52 ミギ		0

				左岸⇒53		0				右岸⇒53 ミギ		0

				左岸⇒54		0				右岸⇒54 ミギ		0

				左岸⇒55		0				右岸⇒55 ミギ		7		緑 ミドリ

				左岸⇒56		1		緑 ミドリ		右岸⇒56 ミギ		1		緑 ミドリ

				左岸⇒57		0				右岸⇒57 ミギ		6		緑 ミドリ

				左岸⇒58		0				右岸⇒58 ミギ		1		緑 ミドリ

				矢田川 ヤダガワ

				左岸⇒０ サガン		2		緑 ミドリ		右岸⇒０ ウガン		0

				左岸⇒１ サガン		6		緑 ミドリ		右岸⇒１ ウガン		0

				左岸⇒２ サガン		4		緑 ミドリ		右岸⇒２ ウガン		24		黄 キ

										右岸⇒３ ウガン		19		黄 キ

										右岸⇒４ ウガン		6		緑 ミドリ

										右岸⇒５ ウガン		6		緑 ミドリ



発見されたゴミの種類別割合



[パーセンテージ]

家庭ゴミ	粗大ゴミ	家電ゴミ	産業廃棄ゴミ	漂着ゴミ	廃車機械ゴミ	その他	233	209	58	50	34	28	427	
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