
千葉市 市川市 船橋市 流山市 八千代市

日時

・１０月１５日（火）
・１０月１６日（水）
・１０月２４日（木）
・１０月２５日（金）
時間帯　８：００～９：００
　　　　１７：００～１８：００

・１０月２５日（金）
　（ティッシュ配付）
・１７:３０～１８:００
　（パトロール）
・７:３０～８:３０
・１８:３０～１９:３０

・10月24日（木）
・18：00～19：00

・１０月１８日（金）・２１日（月）
・２３日（水）・２９日（火）
・１７：４０～１９：００
※雨天により中止になった場合、
予備日あり

場所

・路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区４か所
　（JR千葉駅東口、JR稲毛駅、JR海浜幕張駅、JR蘇我駅）
・路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区外２か所
　（JR千葉駅西口、北口、JR幕張本郷駅）
・朝夕２回、啓発活動を行う。
　１５日朝夕 　JR千葉駅東口
　１６日朝　　  JR幕張本郷駅
　　　　 夕　　  JR千葉駅西口、北口
　２４日朝夕　JR海浜幕張駅
　２５日朝　　 JR稲毛駅
　　　　 夕　　 JR蘇我駅

・ＪＲ船橋駅、ＪＲ西船橋駅、ＪＲ津田
沼駅

・JR南流山駅の北口及び南口
・京成勝田台駅、八千代中央駅、
京成八千代台駅、八千代緑が丘
駅において啓発活動を実施

内容

・合同キャンペーンチラシ、リーフ
レット及び啓発物資（ウェットティッ
シュ）の配布【3,000部】
・のぼり旗を持ちながらハンドマイ
クによる啓発

・啓発物資の配布
・のぼり旗や看板等の設置
・市民マナー条例推進指導員の
巡回指導
・市民マナーサポーターの赤い色
のベストを着用

・啓発物資（ポケットティッシュ）の
配布
・２人１組でのパトロール

・のぼり旗の設置
・ポイ捨て防止を呼び掛けながら
啓発物資（ポケットティッシュ）配
布
・ボランティアによる清掃活動

・啓発物資（絆創膏・綿棒セット及
びウエットティッシュ）の配布
・のぼり旗を設置し、蛍光ベスト及
びジャンパーを着用して啓発活動
を実施

参加者数

・廃棄物対策課職員【11名】
・健康企画課受動喫煙対策室職員【1,2名】
・市民自治推進課職員【4,5名】
・千葉市を美しくする会【未定】
・千葉市中心市街地まちづくり協議会住み
心地部会【未定】

・市民安全課職員
・市民マナーサポーター、市民マ
ナー協力団体
・自治会、商店会、ＰＴＡ、駅長等

　（ティッシュ配付）
・クリーン推進課職員【６名】
　（パトロール）
・クリーン推進課職員【２名】
・環境部職員【２名】

・市環境政策課環境保全係【４
名】
・クリーンボランティア「きれいに志
隊」予定【個人８名、1団体】
・たばこ商業協同組合予定【３名】

・危機管理課職員【２名】
・クリーン推進課職員【３名】
・路上喫煙防止指導員【４名】

取材 ・情報提供を行う予定 ・取材なし ・取材なし ・取材なし

担当課
環境局資源循環部廃棄物対策課
TEL：０４３－２４５－５０６７

市民部　市民安全課　マナー条
例グループ
ＴＥＬ：０４７－３２０－１３３３

環境部クリーン推進課まち美化・
指導係
TEL：０４７－４３６－２４３４

環境部環境政策課環境保全係
TEL：０４－７１５０－６０８３

総務部危機管理課防犯対策班
TEL：０４７－４８３－１１５１

・１０月１５日（火）
１７：３０～１８：２０　ＪＲ市川駅
※市川市市川防犯協会と合同で
実施予定

・１０月１７日（木）
７：３０～８：２０　ＪＲ市川塩浜駅

・１０月１８日（金）
７：３０～８：２０　ＪＲ二俣新町駅

令和元年度「近隣１７市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーン」各市活動内容



日時

場所

内容

参加者数

取材

担当課

我孫子市 浦安市 印西市 習志野市 市原市

・10月15日（火）～10月16（金）
・6：00～9：00

・10月17日（木）、18日（金）
・18：00～19：00

・10月15日（火）18：00～20：00
・10月18日（金）19：00～21：00
・10月23日（水）18：00～20：00
・10月31日（木）14：30～16：30

・10月15日～30日の間の3日間

・10月24日（木）
・10月25日（金）
・10月31日（木）の3日間
・１７：３０～１８：３０

・15日（火）JR我孫子駅北口
・16日（水）JR天王台駅北口

・東西線　浦安駅
・京葉線　新浦安駅
　上記２箇所において啓発活動を
実施

市内５駅駅頭で実施
・牧の原駅、印旛日本医大駅（15
日）
・木下駅、小林駅（23日）
・千葉ニュータウン中央駅（18日、
31日）

・JR津田沼駅、京成大久保駅、京
成実籾駅を予定

・姉ケ崎駅、八幡宿駅、五井駅
・上記3箇所において啓発活動を
実施

・のぼり旗
・巡回
・清掃活動
・ポケットティッシュ配布

・啓発物資（ポケットティッシュ・マ
スク）の配布
・のぼり旗を設置し、たすきを着用
して啓発活動を実施

・チラシ及び啓発物資（ウェット
ティシュー）の配布

・啓発物資の配布
・のぼり旗を設置し、ベストを着用
し啓発活動を実施

・啓発物資（ポケットティッシュ・携
帯灰皿）の配布
・のぼり旗を設置し、蛍光ベストを
着用して啓発活動を実施

・市職員【３名】
・環境安全指導員【３名】

・環境衛生課【１０名】
・ふるさとづくり推進協議会
・清掃事業者
・東京ベイ舞浜リゾート協議会
・ボランティア団体

・市職員【４人】
・指導員【３人】

・クリーン推進課職員【９名予定】
・市内３大学の生徒【２０名予定】

・不法投棄対策・残土指導課職員
【6名】
・環境美化推進員【2名】
・高校生・その他【20名】

・取材なし ・取材なし ・取材なし ・取材なし ・取材なし

環境経済部クリーンセンター指導
担当
ＴＥＬ：04-7187-0015

環境部　環境衛生課　環境衛生
課係
ＴＥＬ：047-712-6492

環境経済部クリーン推進課不法
投棄対策係
TEL：0476-33-4508

クリーンセンター
クリーン推進課事業推進係
TEL:047-453-5577

環境部不法投棄対策・残土指導
課環境美化推進係
ＴＥＬ：0436-23-9858



日時

場所

内容

参加者数

取材

担当課

柏市 佐倉市 松戸市 四街道市 野田市

・１０月３１日（木）
・１５：３０～１６：３０

・１０月１７日（木）
・６：４５～８：１５
　雨天の場合
　　同月１８日又は２５日の同時刻

・10月30日（水）
・20：00～20：30

・１０月２４日（木）予定
・１８：００～１９：００

・10月8日（火）～10日（木）
・7：00～8：00

・柏駅において啓発活動を実施 ・ＪＲ佐倉駅前広場（北口・南口） ・松戸駅周辺 ・JR四街道駅北口、南口周辺

･市内６駅あるうちの主要駅
・8日（火）梅郷駅東西口周辺
・9日（水）川間駅南北口周辺
・10日（木）七光台駅及び愛宕駅
周辺

・啓発物資（未定）の配布
・のぼり旗を設置し，ベストを着用
して啓発活動を実施

・啓発物資（ポケットティッシュ）の
配布
・のぼり旗を設置し、蛍光ベストを
着用して啓発活動を実施

・啓発チラシの配布（ハンドタオル
をセット）

・啓発物資の配布
・のぼり旗設置
・声掛けによる啓発

・のぼり旗
・巡回
・清掃活動
・ポケットティッシュ配布【3000個】
・携帯灰皿【100個】

・柏市美化サポーター【１５名程度
予定】
・環境サービス課職員【３～４名】

・生活環境課【４名】
・産業振興課【１名】
・健康増進課【３名】
・地元商店会【６～１０名】

・松戸駅前交番管内防犯協会【15名程
度】
・地区関係団体【5名程度】
・松戸警察署【2名程度】
・松戸市　市民安全課職員【4名程度】

・職員【７名】
・環境美化推進員【７名】

・市職員【6名】

・取材なし ・広報課職員によるビデオ収録 ・取材なし ・予定なし ・取材なし

環境部環境サービス課
TEL：０４－７１６７－１１３９

環境部生活環境課
生活環境班
TEL：０４３－４８４－６１４８

市民部　市民安全課
ＴＥＬ：047-366-7285

環境経済部　環境政策課
　環境政策係
TEL：０４３－４２１－６１３１

環境部　環境保全課　環境保全
係
TEL:04-7125-1111（内線3213）



日時

場所

内容

参加者数

取材

担当課

白井市 鎌ケ谷市

・10月15日～31日の間の１日
・１０月３１日（木）
・１８：００～１９：００

・白井駅・西白井駅
・新鎌ケ谷駅、東武鎌ケ谷駅
・上記2箇所において啓発活動を
実施

・統一啓発物資の配布

・啓発物資（チラシ入り市指定ご
み袋：１，０００セット）の配布
・のぼり旗を設置し、蛍光ベストを
着用して啓発活動を実施

・市職員【６名】
・鎌ケ谷市環境美化対策推進協
議会委員【10名】
・クリーン推進課職員【７名】

・取材なし ・取材なし

市民環境経済部環境課きれいな
まちづくり班
TEL：047-401-5429（直通）

市民生活部クリーン推進課業務
係
TEL：０４７－４４５－１２２３


