
　　不法投棄発見箇所  現在、南陽出張所管内では 12機のカメラで河川のあらゆる状況を24時間監視しています。

月日 場　　所 内　　　　容
1 4/4 最上川右岸 No.46+ 川裏法面の放置自転車
2 4/8 最上川右岸 No.51+ 法尻への家庭ゴミ投棄
3 4/15 最上川左岸 No.38+ 裏小段へのダンボールの投棄

堤防表坂路法尻附近への
果樹屑（林檎）の投棄
右岸側河岸に8本　左岸側法面、
橋台に3本　タイヤの投棄

6 6/6 吉野川右岸 No.2+ 不要になったゴムクローラーの投棄

7 6/16 最上川左岸 No.93- 家庭ゴミの投棄
8 7/9 最上川右岸 No.68- 家庭ゴミの投棄
9 7/17 最上川右岸No.77 農業用廃ビニールの投棄
10 7/22 最上川右岸No.104- 28型ブラウン管テレビの投棄
11 8/26 誕生川No.12+ 河道内への農業用廃ビニールの飛来

12 9/1 最上川左岸No.91+ ゴミの残骸の放置
13 9/3 最上川左岸No.92- ゴミ(汚物)の散乱投棄
14 10/3 最上川左岸No.68+ 農業用廃ビニールゴミの放置
15 10/14 最上川左岸No.30 スタッドレスタイヤ 1本の投棄
16 10/21 最上川左岸No.100- 家庭雑貨ゴミの投棄
17 11/4 鬼面川右岸No.1- 損傷したワイヤーの投棄
18 11/4 最上川右岸No.77 損壊したスケールの投棄

19 11/6 最上川左岸No.77 ビン缶、ブラウン管の不法投棄

20 11/6 天王川左岸No.2+ 空き缶の不法投棄

21 11/10 誕生川右岸No.9 発泡スチロール箱とクルミ1袋
22 11/13 最上川左岸No.77- エアコン室内機の不法投棄
23 11/14 吉野川左岸No.7- すだれの不法投棄

24 11/17 最上川右岸No.93- 家庭ゴミ(衣類)の投棄 
25 11/25 最上川左岸No.53+ 家庭ゴミの投棄
26 11/26 吉野川右岸No.9- オイル缶 2缶の投棄
27 11/27 最上川左岸No.97- 家庭ゴミの投棄
28 11/28 最上川右岸No.43+ 家庭雑貨ゴミの投棄
29 12/1 最上川左岸No.64- 野菜くずの投棄

31 3/23 最上川左岸№91+ 雑貨ゴミの投棄
32 3/23 最上川左岸№85+ 雑貨ゴミの投棄
33 3/23 最上川左岸№85+ 衣類の投棄
34 3/23 最上川左岸№83+ 衣類の投棄

家庭雑貨、シンナーの
一斗管(液体残あり)の投棄

30 3/11 吉野川左岸 No.2- 

平成26年度　南陽出張所管内　ゴミマップ

4 4/18 最上川右岸 No.37+

5 4/30 和田川右岸 No.6+
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不法投棄状況写真 2

《1》最上川右岸 No.46+ 淞郷堰下流 《2》最上川右岸 No.51+ 淞郷堰上流 《3》最上川左岸 No.38+ 下田橋下流

川裏法面の放置自転車 法尻への家庭ゴミ投棄 裏小段へのダンボールの投棄

《4》最上川右岸 No.37+ 下田橋下流 《5》和田川右岸 No.6+ 和田橋下流 《6》 吉野川右岸 No.2+ 簗場橋上流

堤防表坂路法尻附近への果樹屑（林檎）の投棄 右岸側河岸に8本左岸側法面橋台に3本タイヤの投棄 不要になったゴムクローラーの投棄

《7》最上川 左岸 No.93- 窪田水防倉庫脇 《8》 最上川右岸 No.68- 平柳橋下流 《9》最上川右岸No.104- 米沢大橋の下

家庭ゴミの投棄 家庭ゴミの投棄 28型ブラウン管テレビの投棄

《10》最上川右岸No.77 高畠樋管管理橋脇 《11》誕生川No.12+ 誕生川橋下流 《12》最上川 左岸No.91+ 置賜橋下流

農業用廃ビニールの投棄 河道内への農業用廃ビニールの飛来 公園内あづま屋脇　ゴミの残骸の放置

《13》最上川 左岸No.92- 置賜橋下流 《14》最上川左岸No.68+ 平柳橋上流堤外坂路 《15》 最上川左岸No.30 羽山第2樋管上流側高水敷

ゴミ(汚物)の散乱投棄 農業用廃ビニールゴミの放置 スタッドレスタイヤ 1本の投棄



不法投棄状況写真 3

《16》最上川左岸No.100- 新田橋の下 《17》 鬼面川右岸No.1- 鬼面川合流点天端 《18》最上川右岸No.77 高畠樋管管理橋

家庭雑貨ゴミの投棄 損傷したワイヤーの投棄 損壊したスケールの投棄

《19》最上川左岸No.77 川裏法面 《19》最上川左岸No.77 川裏法面 《20》天王川左岸No.2+ 川表法面

ビン缶、ブラウン管の不法投棄 ビン缶、ブラウン管の不法投棄 空き缶の不法投棄

《21》誕生川右岸No.9 内方橋の下 《22》最上川左岸No.77- 米沢南陽道路法尻 《23》吉野川左岸No.7- 棒川樋管下流 裏法尻

発泡スチロール箱とクルミ1袋 エアコン室内機の不法投棄 すだれの不法投棄

《２4》最上川右岸No.93- 置賜橋上流 河川公園駐車場脇 《２5》最上川左岸No.53+ 実取川樋管上流 《26》吉野川右岸No.9- JR鉄道橋下流側帯

家庭ゴミ(衣類)の投棄 家庭ゴミの投棄 オイル缶 2缶の投棄

《２7》最上川左岸No.97- 中田第2樋管下流 《２8》 最上川右岸No.43+ 下田橋下流 《29》 左岸No.64- 糠野目カメラ下流　川裏法面

家庭ゴミの投棄 家庭雑貨ゴミの投棄 野菜くずの投棄
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《30》吉野川左岸 No.2- 簗場橋下流天端  《31》最上川左岸№91+ 置賜橋下流川裏法面 《32》最上川左岸№85+ 置賜橋下流川表法面

家庭雑貨、シンナーの一斗管(液体残あり)の投棄 雑貨ゴミの投棄 雑貨ゴミの投棄

《33》最上川左岸№85+ 置賜橋下流川裏法面 《34》最上川左岸№83+ 置賜橋下流川裏法面 《35》 

衣類の投棄 衣類の投棄

《36》 《37》 《38》 

《39》 《40》 《41》

《42》 《43》 《44》
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