
令和３年度　「春の遠賀川一斉清掃」　実施予定　＆　遠賀川水系水環境保全・再生推進協議会名簿（担当窓口）

※各機関から提出された実施予定をそのまま転写しています。内容等変更がある場合もありますので、詳細は各担当窓口へお尋ね下さい。 R3.5.10現在

北九州市 806-0047 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目10番16号 093-641-5948 093-641-5998 上下水道局水質試験所 6月5日(土) 未定 ～ 北九州市、笹尾川水辺の楽校運営協議会 笹尾川左岸　芝谷橋下河川敷

中間市 809-8501 中間市中間1丁目1番1号 093-246-6265 093-244-1317 環境保全課 5月23日(日) 9:00 ～ 10:00 曲川を守る会 曲川両岸河川敷

水巻町 807-8501 遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号 093-201-4321 093-201-4423 産業環境課 中止 ～

芦屋町 807-0198 遠賀郡芦屋町幸町2番20号 093-223-3538 093-223-3927 環境住宅課 6月13日(日) 8:00 ～ 9:30 芦屋町環境美化推進委員会 海岸、遠賀川左岸・右岸、西川、江川下流付近

6月4日(金) 17:00 ～ 18:00 遠賀町役場　環境衛生係 遠賀川、西川

5月31日（金）
～

6月9日（日）
町内22行政区 各区内

直方市 822-8501 直方市殿町7-1 0949-25-2123 0949-25-2548 環境整備課 5月29日(土) 9:00 ～ 10:00
直方市、一般市民、NEXCO西日本、
直方市民生委員、事業者・学校等

遠賀川、彦山川河川敷

宮若市 823-0011 宮若市宮田29番地１ 0949-32-0516 0949-32-9430 環境保全課 5月29日(土) 9:00 ～ 10:00 宮若市役所、宮若市環境衛生連合会 犬鳴川・八木山川

鞍手町 807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山3705番地 0949-42-2111 0949-42-5693 農政環境課　生活環境係 6月6日(日) 8:30 ～ 10:30 鞍手町、鞍手町衛生連合会 町内全域

小竹町 820-1192 鞍手郡小竹町大字勝野３１６７番地１ 09496-2-1946 09496-2-1140 農政環境課 6月1日(火) 8:30 ～ 12:00 NPO法人「小竹に住みたい」まちづくりの会・小竹町 遠賀川河川敷

飯塚市 820-8501 飯塚市新立岩5番5号 0948-22-5500 0948-21-2066
市民環境部　環境整
備課　環境衛生係

5月27日(木) 17:15 ～ 18:15 飯塚市　*コロナの状況で判断 遠賀川・穂波川河川敷

嘉麻市 820-0292 嘉麻市岩崎１１８０番地１ 0948-42-7428 0948-42-7093 環境課環境衛生係 中止 ～

桂川町 820-0696 嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 0948-65-1097 0948-65-3424 保険環境課生活環境係 中止 ～

田川市 825-8501 田川市中央町1番-1号 0947-85-7142 0947-46-0124
環境対策課環境政策
係

中止 ～

糸田町 822-1392 田川郡糸田町1975番地1 0947-26-1235 0947-26-1238 税務町民課 6月13日(日) 8:30 ～ 10:00 宮川一・宮川二行政区　＊コロナの状況で判断 中願寺川左岸　糸田橋下の河川敷

6月6日(日) 10:00 ～ 12:00 ボランティア金田 人見橋付近

6月13日(日) 9:00 ～ 12:00 彦山川を守る会 赤池橋～大浦橋

6月20日(日) 9:00 ～ 12:00 福智町ボランティア連合会 金田大橋、神田橋～合流地点

大任町 824-0512 田川郡大任町大字大行事3067 0947-63-3003 0947-63-3813 住民課 中止 ～

北九州県土整備事務所 807-0831
北九州市八幡西区則松3-7-1八幡総合庁舎
内

093-691-2764 093-692-2563 用地課管理係 6月5日(土) 未定 ～ （笹尾川水辺の楽校運営協議会） 笹尾川左岸　芝谷橋下河川敷

直方県土整備事務所 822-0025 直方市日吉町9番10号 0949-22-5617 0949-22-5644 用地課管理係 6月1日(火) 12:00 ～ 13:00 福岡県直方県土整備事務所 遠賀川左岸　日の出橋下～筑豊電鉄鉄橋

飯塚県土整備事務所 820-0004 飯塚市新立岩8番1号 0948-21-4934 0948-25-6280 用地課管理係 5月28日(金) 9:00 ～ 12:00 福岡県飯塚県土整備事務所用地課管理係 建花寺川（森本橋～二瀬橋）

田川県土整備事務所 825-0002 田川市大字伊田4543の1 0947-42-9112 0947-42-8761 用地課管理係 5月下旬 未定 ～ 福岡県田川県土整備事務所 金辺川（田川郡香春町）

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 811-3436 宗像市東郷1丁目2番1号 0940-36-6322 0940-36-2592 環境指導課 6月4日(金) 未定 ～ 福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所
遠賀川河川敷
（遠賀町主催の「ラブアース・クリーンアップ遠
賀」に参加）

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 820-0004 飯塚市新立岩8-1 0948-21-4813 0948-23-4162 環境指導課 未定 ～ *コロナの状況で判断

遠賀川河川事務所 822-0013 直方市溝堀1丁目1-1 0949-22-1830 0949-22-1834 河川環境課

　飯塚出張所 820-0002 飯塚市川島729-1 0948-22-1410 0948-22-1427 飯塚出張所

　中間出張所 809-0001 中間市大字垣生1991-1 093-245-0154 093-245-0160 中間出張所

　直方出張所 822-0002 直方市大字頓野3330-1 0949-24-0083 0949-24-9822 直方出張所

　田川出張所 825-0017 田川市寿町7-54 0947-44-0568 0947-44-0596 田川出張所

　宮田出張所 823-0003 宮若市本城422-6 0949-32-0364 0949-32-9548 宮田出張所

　河口堰管理支所 807-0001 遠賀郡水巻町大字猪熊10丁目7-1 093-201-1675 093-201-1676 河口堰管理支所

※新型コロナの感染状況次第で実施予定変更の可能性がありますので、最新の情報をご確認いただくようお願いします。
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遠賀町 811-4392 遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 093-293-1234 093-293-0806 住民課
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福智町 822-1292 田川郡福智町金田937番地2 0947-22-7761 0947-22-5173

市町村の実施する清掃活動と協働して実施（各市町村が実施する一斉清掃に参加）。


