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「富士山大好き！百人の会」会員名簿
浅野　秀則（フォーシーズ社長）
朝比奈　豊（毎日新聞グループホールディングス社長）
阿知波　悟美（俳優）
雨谷　麻世（ソプラノ歌手）
天野　紀子（ヴァイオリニスト）
飯塚　十朗（全日本アーチェリー連盟顧問）
石田　純一（俳優）
江頭　啓輔（三菱ふそうトラック・バス特別顧問）
王　貞治（福岡ソフトバンクホークス会長）
奥島　孝康（白鴎大学学長・ボーイスカウト日本連盟理事長）
岡　佐和香（舞踏家）
岡崎　朋美（元スピードスケート選手・五輪メダリスト）
岡田　武史（日本サッカー協会参与）
小椋　ケンイチ（タレント）
小田　晋吾（インターネットイニシアティブ社外取締役）
風間　深志（冒険家）
加藤　登紀子（歌手）
金丸　康信（テレビ山梨社長）

神田　紫（講談師）
清宮　克幸（ラグビー・ヤマハ発動機ジュビロ監督）
小池　百合子（東京都知事）
後藤　高志（西武ホールディングス社長）
五味　康昌（三菱UFJ証券ホールディングス特別顧問）
西郷　輝彦（俳優）
嶌　信彦（ジャーナリスト）
関口　太郎（世界グランプリライダー）
平良　朝敬（かりゆしグループオーナー）
辰野　勇（モンベル会長）
谷　公夫（ドコモ・システムズシニアアドバイサー）
田原　総一朗（ジャーナリスト）
中津川　丹（元ドコモ・システムズ社長）
中畑　清（プロ野球解説者）
仁坂　吉伸（和歌山県知事）
西川　治（富士学会名誉会長）
野口　健（アルピニスト）
野末　陳平（元参議院議員）

日枝　久（フジテレビ相談役）
日高　良実（イタリアンシェフ）
雛形　あきこ（俳優）
降矢　組人（画家）
堀内　光一郎（富士急行社長）
舞の海　秀平（スポーツキャスター）
増永　広春（書家）
丸一　仙三（太神楽師）
三浦　雄一郎（冒険家・プロスキーヤー）
水野　隆徳（奈良学園元理事）
宮内　義彦（オリックスシニアチェアマン）
石山　五郎（相撲博物館館長）
MEGUMI（タレント）
山田　まりや（タレント）
吉村　作治（エジプト考古学者）
リピート　山中（シンガーソングライター）
若村　麻由美（俳優）

著名人からなる「富士山大好き！ 百人の会」が“富士山から日本を変える”を合言葉に、ふるさとの
山、川、海、湖沼、街など身近なところから環境アクションを起こそう！ と2007年、全国の市民、学生、
企業で働く人たちに呼びかけました。毎年10月を集中月間に、もうひとつの運動会を行おうというもの。
実行委員長は王貞治さん。実行委員会は市民団体、企業、学生ボランティアなどで構成しています。「ふ
るさとん」は当運動会のキャラクターです。
これからのエコ運動の在り方はネットワーク型の運動形態が求められます。中央集権型の運動は根付き
にくく、運動のエネルギーも湧いてきません。それぞれの地域で、市民やサークル、学校、スポーツ団体、
企業などさまざまな団体が自主性、自発性を基本とするボランティア活動でネットワーク型ないしスクラ
ム型の運動を構築していこう、との思いで運動を提起しました。
参加方法は簡単で、身近な所で清掃活動や植林、森づくりなど環境アクションを計画して事務局にエン
トリー。計画内容はホームページを通じて全国に知らせます。活動後は活動内容と写真を事務局に送って
いただき、それらを報告集にまとめて参加団体にお送りします。
2007年の第 1回から第 11回の作年までにのべ 25万人以上が 47都道府県で環境アクションを起こ
しました。今年で26万人を超える運動を展開しました。
実行委員会はこれまで東京湾岸大清掃作戦や富士山麓での清掃活動、また長崎県対馬で「日韓海岸清掃
フェスタ」を実施。人為的境界線を越えた環境活動を展開してきました。東日本大震災に対する復興支援
活動では福島県いわき市で展開しているオーガニックコットンプロジェクトを支援しています。

ふるさと清掃運動会実行委員会

ふるさと清掃運動会とは 第12回「ふるさと清掃運動会」～環境アクション2018 ～

ふるさと清掃運動会は今年12回目となります。これまでに賛同し、行動した全国の市民、学生、企業
の方々は25万人を超えました。
私たちのふるさとの山や川、海、町の環境を守り、子どもたちに美しい日本を残していくため、環境ア
クションをおこしましょう。
活動の輪をひろげ、絆を深め、よりいっそう大きな運動会にしましょう。

山や川で活動している人たちがそれぞれの分野で幅広いネットワークを作りましょう！　そうして大勢
の仲間がいることに自信を持ちましょう。
一人ひとりができることは小さくても、たくさんの人が参加すれば大きな力となります。

みんなが企画、行動した内容は実行委員会事務局にお知らせください。
ウェブや報告集を通じて参加チームの活動を全国に知らせ、行動する仲間の輪をもっともっと広げます。

参加の呼びかけ

福岡ソフトバンクホークス会長

王貞治

呼びかけ人代表

富士山クラブ会長、高野連前会長

奥島孝康
アルピニスト

野口健
主催・・・・・・・・・ ふるさと清掃運動会実行委員会
後援・・・・・・・・・ 国土交通省
 環境省
 農林水産省
特別協賛・・・・・・ 東芝デジタルソリューションズ株式会社
協賛・・・・・・・・・ 三菱重工業株式会社
 ドコモ・システムズ株式会社
 IT SPORTS 連盟
 株式会社ガイア
特別協力・・・・・・ 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
協力・・・・・・・・・ NPO法人富士山クラブ
 富士急行株式会社
 毎日新聞社
 毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局
 くりくり少年軟式野球連合会
 社団法人全国工業高等学校長協会
 NPO法人自然体験活動推進協議会
 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
 東京都釣りインストラクター連絡機構
 学生ボランティア企画集団NUTS
寄付・・・・・・・・・ いなば食品株式会社
 東京対馬会有志

ふるさと清掃運動会実行委員会
実行委員長・・・・・・ 王　　貞治（福岡ソフトバンクホークス会長）
実行委員長代行・・・ 奥島　孝康（  富士山クラブ会長、高野連前会長、

ボーイスカウト連盟長）
　　　〃　　　 野口　　健（アルピニスト、富士山クラブ理事）
顧問・・・・・・・・・・・ 亀山　久雄（前事務局長、全国川ごみネットワーク座長）
顧問・・・・・・・・・・・ 野口　和（富士急トラベル首都圏エリアマネージャー）
実行委員・・・・・・・ 藤森　真信（東芝デジタルソリューションズ人事総務部総務担当）
 飯塚　　洋（三菱重工業広報部CSRグループ長）
 古殿　知子（三菱重工業広報部CSRグループ）
 土屋　文乃（NPO法人自然体験活動推進協議会事務局長）
 吉澤　裕之（毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局長）
 川﨑　正則（くりくり少年軟式野球連合会事務局長）
 安部　智子（IT SPORTS連盟事務局長）
 小松由美子（IT SPORTS連盟事務局）
 青木　直子（NPO法人富士山クラブ事務局長）
 太田　成俊（富士急トラベル）
 学生ボランティア企画集団NUTS15期
事務局
事務局長・・・・・・・・ 三上　秀幸（元早稲田大学職員）
事務局次長・・・・・・ 松任　拓哉（学生ボランティア企画集団NUTS 15期代表）
 永井麻亜也（学生ボランティア企画集団NUTS 15期副代表）
 吉澤　裕之（毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局長）
 川﨑　正則（くりくり少年軟式野球連合会事務局長）
 鈴木　　護（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター事務長）
 内田　昭子（奥島実行委員長代行秘書）
メンバー・・・・・・・ 学生ボランティア企画集団NUTS
サポーター・・・・・・ 阿部　敏明（日本釣インストラクター機構東京支部副会長）
 白石　テル（ティーアンドエックス代表）
 山本　浩也（JR西日本、NUTS OB）
 野口　邦彦（学生ボランティア企画集団NUTS OB/OG会長）

ふるさと清掃運動会を支える団体・人びと

は
心
だ

環
境
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ふるさと清掃運動会実行委員会企画

荒川 １日
11月 3 日（土）東京都墨田区八広荒川河川敷　四ツ木橋～木根川橋右岸

開会式
12:30 ～
ふるさと清掃運動会実行委員
長代行奥島孝康さんが開会の
挨拶を行い、続いて東芝デジタ
ルソリューションズ社長の錦
織弘信さん、墨田区副区長の
高野祐次さんが挨拶、荒川ク
リーンエイド・フォーラムの
五十嵐実さんより清掃運動会
のゴミ拾い作業の流れや分別
方法・注意事項などを述べま
した。

ラジオ体操
12:50 ～
清掃作業開始前に、身体をほぐ
すためにラジオ体操をしまし
た。ケガのないようにしっかり
とストレッチすることが大切
です。

参加者全員で回収ゴミを前に写真撮影

清掃スタート
13:00 ～
草に埋もれていたゴミが国土
交通省の下草刈りで露わに、全
長900ｍの清掃範囲を参加者
750人が5ブロック分かれて
活動開始。

清掃完了
トラック3台、リヤカー 2台で
粗大ゴミ搬出

ふるさと清掃運動会実行
委員長代行奥島孝康さん

墨田区副区長の高野祐次さん東芝デジタルソリューショ
ンズ社長の錦織弘信さん

荒川クリーンエイド・フォー
ラムの五十嵐実さん

でちょっといいこと ゴミ拾いの

　清掃活動の前に少年野球教室と
釣り教室を行いました。
　少年野球教室は、墨田区八広の
荒川河川敷（四ツ木橋～木根川橋
右岸）で、くりくり連合会加盟支部

（杉並、中野、足立）から１００人が
参加、ＩＴスポーツ連盟の協力で、
元読売巨人軍の藤城和明さん、元
大洋ホエールズの中塚さんの指導
で大いに盛り上がり、子供たちは
大喜びでした。
　釣り教室では、目の保養にとハ
ンマーシャークの魚拓を展示しま
した。50年前に画家が沖縄に滞
在して自分で釣り上げてカラー魚
拓を作ったものです。子供から大人
まで荒川の河川敷で模擬釣りを楽
しみました。

少年野球教室・釣り教室

緑ブロック

清掃ブロックリーダーのNUTS事務局長の三上秀幸さん 司会進行は学生ボランティア企画集団NUTS
第15期代表松任拓哉さん、永井麻亜也さん

閉会式
15:00 ～
学生ボランティア企画集団
NUTSの ブ ロ ッ ク リ ー ダ ー
からブロック毎のゴミ集計
報告と荒川クリーンエイド・
フォーラムの代表理事高山亮
さんから全体のゴミ集計報告
がありました。

荒川クリーンエイド・フォー
ラム代表理事 高山亮さん

学生ボランティア企画集団NUTSブロックリーダー

赤ブロック

黄ブロック青ブロック

白ブロック
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自転車と部品 19

バイク 1

潤滑油缶・ボトル 2

タイヤ 30

バッテリー 12

ブラウン管テレビ 5

液晶テレビ 14

パソコン・周辺機器 10

音響機器・ラジカセ 9

エアコン 3

調理家電（電子レンジなど） 11

座椅子・ソファー 18

布団・マットレス 19

敷物（カーペット・畳など） 19

プラケース・カゴ 25

カゴ（プラ以外） 5

ポリタンク 4

ガスコンロ 5

アウトドア用品・テント 2

ゴルフバック・用品 1

傘 33

建築・工事用資材 11

材木・角材 350

大型シート 12

ビールケース 1

発砲スチロール箱 1

フロート・ブイ 1

かご漁具 7

ドラム缶 1

消火器 1

その他 40

計 672

粗大ごみ

回収したゴミ　ふるさと清掃運動会 (2018.11.3 実施）結果発表

ブロック
白
ガイア

企業・市民団体など

赤
東芝デジタル

ソリューションズA

青
東芝デジタル

ソリューションズ B

黄
東芝デジタル

ソリューションズC

緑
 

ITスポーツ・少年
野球連盟など

合計

燃やす 192 300 493 40 37 1,062
1,569 袋

（45ℓ袋）燃やさない  83 100  68 23 12  286

ペットボトル  25 120  35 21 20  221

　ふるさとの山や川、海、町の環境を守り、子どもたちに美しい日本
を残していこうと「ふるさと清掃運動会」への参加を呼びかけて今年
で12年目になります。これまで呼びかけに賛同し、行動を起こした
全国の市民、学生、企業の方々は25万人を超えました。1人ひとりが
できることは小さくても、たくさんの人が参加すれば大きな力になり
ます。
　埼玉・東京を流れて東京湾に注ぐ荒川をもっと美しくきれいな川に
しようと今年もたくさんの人が参加してくれました。荒川での清掃活
動は今回で8回目になります。

　環境は心です。身近なところからきれいにしようとすれば、それが
大きく広がり、美しい東京そして日本へと繋がっていきます。
　墨田区は私の生まれ育ったふるさとです。その荒川河川敷でふるさ
と清掃運動会「荒川でちょっといいことゴミ拾い」が開催されると聞
き、清掃活動への参加を心待ちにしておりましたが、今年は日本シ
リーズの試合中で、皆さんと一緒に活動することができなくて残念で
す。この活動が大きく広まるよう、皆さんのご協力をよろしくお願い致
します。
 2018年11月3日　ふるさと清掃運動会実行委員長　王貞治

     

王貞治さんからのメッセージ

荒川でちょっといいことゴミ拾いに
参加された皆さんへ

墨田区荒川右岸清掃ブロック分け
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活動
東芝デジタルソリューションズ

グループの活動

企業からの報告

府中駅周辺清掃活動
東芝ITサービス株式会社
2018年11月20日（火）／ 3人
東京都府中市 府中駅周辺
毎月20日に府中市民、事業者、その他団体が中心となり府中駅周辺の清掃活動

（ゴミ拾い）を実施。毎月参加している。

道路・公園のボランティア活動（港区アドプト・プログラム）
イー・ビー・ソリューションズ㈱　本社事業所
2018年11月15日（木）／46人
イー・ビー・ソリューションズ㈱本社事業所 
周辺歩道
港区アドプト・プログラム活動の一環として、
EBSS本社周辺道路（歩道）の空き缶タバコ
の吸殻などのごみの除去を東芝ITサービス㈱
と共同で行いました。

福井サービスステーション清掃活動
東芝ITサービス株式会社　福井サービスステーション
2018年11月7日（水）／ 7人
福井県福井市 サービスステーション周辺
毎月、事業所周辺清掃活動を実施しています。

ふるさと清掃運動会in新横浜駅前公園
東芝ピーエム株式会社
2018年10月24日（水）／44人
神奈川県横浜市港北区 新横浜駅前公園周辺
社員44名の参加で、公園周辺を清掃しまし
た。回収した廃棄物回収量は、成果として、　可
燃物（紙、ビニール等）3袋、不燃物（缶、ビン、
ペットボトル）1袋、その他（金属等）1袋になり
ました。

府中駅周辺清掃活動
東芝ITサービス株式会社
2018年10月19日（金）／ 2人
東京都府中市 府中駅周辺
毎月20日に府中市民、事業者、その他団体が中心となり府中駅周辺の清掃活動

（ゴミ拾い）を実施。毎月参加している。

事業所周辺清掃
東芝ITサービス株式会社
2018年10月10日（水）／ 2人
東京都府中市武蔵台 事業所周辺
東芝デジタルソリューション㈱と合同で事業所周辺の歩道、公園等の清掃活動

（ゴミ拾い）を実施。約8㎏のゴミを回収。

四日市市吉崎海岸周辺清掃活動（ウェルカメ四日市）
東芝ITサービス株式会社　中部事業所および
四日市サービスステーション
2018年10月7日（日）、11月4日（日）、12月2
日（日）／ 5 ～ 8人
三重県四日市市楠町吉崎海岸周辺
周辺在住の社員が毎月第1日曜日に清掃活動
実施。（ゴミ袋15袋前後）

北陸事業所清掃活動
東芝ITサービス株式会社　北陸事業所
2018年10月5日（金）／10人
富山県富山市 事業所周辺
当社北陸事業所が、毎月第1金曜日に実施。周辺清掃活動に毎月参加している。

広小路名駅商店街周辺清掃活動
東芝ITサービス株式会社　中部事業所
2018年10月10日（水）／ 5人（当社、中部事
業所メンバー参加）
広小路名駅商店街周辺
商店街主催の清掃活動で、毎月第2水曜日を
基本として実施、参加している。

東芝名古屋ビル周辺の清掃活動
中部東芝エンジニアリング株式会社
2018年12月5日（水）／ 28人
㈱東芝および、グループ会社11社　計28名で、東芝名古屋ビル付近の庄内用水路
および環状線沿い、児玉南公園とその周辺を清掃しました。

まちの美化運動
東芝ITサービス株式会社　関西事業所
2018年10月9日（水）／10人
大阪府大阪市福島区福島 関西事業所周辺
関西事業所 周辺清掃　※毎月第2火曜日実
施。10名前後参加しています。

ボランティア・デイズ2018 周辺清掃
東芝ITサービス株式会社
2018年12月19日（水）／ 36人
川崎市川崎区日進町　※事業所周辺
東芝情報システム㈱の活動に当社も参加。年
1回の活動。
事業所周辺の清掃活動（ゴミ袋20袋）

ふるさと清掃運動会 in 荒川
ふるさと清掃運動会実行委員会
東芝デジタルソリューションズグループ
2018年11月3日（土）／ 344人
東京都墨田区 四ツ木橋上流～木根川橋下流右岸（約900m）
東芝デジタルソリューションズ㈱および、グループ会社7社の社員家族が344名
集まり、河川敷を清掃しました。東芝デジタルソリューションズグループで回収し
た廃棄物回収量は、可燃ごみ833袋、不燃ごみ191袋、ペットボトル176袋、粗大
ごみ140個を拾うことができました。

浜の町公園清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社　九
州支社
2018年10月22日（月）／46人（東芝デジタ
ルソリューションズ㈱は2人）
福岡市中央区舞鶴3丁目4　浜の町公園
㈱東芝九州支社総務部の呼びかけにより毎
月1回、東芝福岡ビル向かいにある公園（浜の
町公園）の清掃活動を実施。東芝デジタルソ
リューションズ㈱も毎月この活動に参加して
いる。10月はゴミ袋10袋分を回収。

梅田スカイビル～浦江公園までの道のり道のりと浦江公園内
清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社　関西支社
2018年11月20日（火）／ 74人
梅田スカイビル～浦江公園までの道のりと浦江公園内
2008年から東芝ソリューション単独で、大阪マラソンクリーンUP作戦に参加し
ており、2012年11月から関西東芝グループ連携強化の一環として合同で参加す
ることとなった。2014年からは、社員の士気高揚や一体感を高めるなどを目的
に東芝関西支社が主催し今回で通算11回目。また、2015年度から清掃活動が定
着してきたことから、春の清掃活動は阪急ビル入居会社中心、秋はスカイビル入
居会社中心での活動へ展開。通勤する方の邪魔にならないよう参加人数の適正
化を配慮している。

近隣清掃
東芝情報システム株式会社　総務部
2018年12月19日（水）／ 36人
川崎市川崎区日進町 TJ本社周辺歩道および
ルフロン公園
TJおよび入居会社のTSOS、TSC3社の合計
36名でビル周辺の歩道および最寄の川崎駅
線路そばルフロン公園の2か所を清掃。ごみ
約20袋を拾う。

事業所近隣清掃
東芝情報システム株式会社　東北支店
2018年12月5日（水）
東北支店周辺道路の清掃活動を実施しま
した。

東芝名古屋ビル周辺のきれいな街づくりを目指す清掃活動
東芝情報システム株式会社　中部支社
2018年12月5日（水）／ 26人
東芝名古屋ビル周辺公園および道路
2015年12月より中部支社CSR活動として
㈱東芝中部支社主催の地域清掃活動に参
加。今年の東芝グループボランティア・デイ
ズ2018（12月5日）には支社長をはじめ6名
で参加。

浜の町公園、東芝福岡ビル周辺清掃
東芝情報システム株式会社　九州支社
2018年12月25日（火）／40人
浜の町公園周辺
TJおよび入居会社のTSOS、TSC3社の合計
36名でビル周辺の歩道および最寄川崎駅線
路そばのルフロン公園の2か所を清掃。ごみ
約20袋を拾う。

職場周辺清掃
東芝ITサービス株式会社　芝浦事業所
2018年11月15日（木）／ 39人
東京都港区芝浦　※芝浦事業所（芝浦スクエ
アビル）周辺 トヨタ側道路両側の歩道
港区のアドプト活動に参加。半期1回の活動
を実施。
事業所周辺の清掃活動（可燃ゴミ1.5kg、ビ
ン・缶類　2.0kg）

トヨタ支店清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社　トヨタ支店
2018年12月5日（水）／15人
トヨタ支店の1階入口からセールスカー駐車場周辺
お昼休みの15分間を利用して、トヨタ支店の1階入口からセールスカー駐車場周
辺の道路（路肩）のごみ拾いを東芝デジタルソリューションズ㈱のトヨタ支店有
志15名で行いました。拾ったごみの量は、ごみ袋で1袋弱でした。

（ごみの廃棄は、可燃、不燃、ペットボトル、缶に分別して廃棄しました。）

東芝仙台ビル周辺清掃
東芝デジタルソリューションズ株式会社　東北支社
2018年12月5日（水）／19人
東芝仙台ビル周辺
事務所周辺の清掃活動を同じビル入居の他社にも声を掛け3社共同で行いまし
た。清掃エリアは主に広瀬通りと国分町通りに面した歩道・植え込みですが、隣
接ビル・歩道までの範囲で実施し、タバコの吸い殻、落ち葉、空き缶等のゴミ約3
㎏を回収しました。
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環境クリーンキャンペーン
MHIプラント㈱ 総務・勤労グループ
10月24日／ 28人
広製観音工場正門付近

ごみゼロ・クリーンウォーク
MHIプラント㈱ 総務・勤労グループ
6月3日／11人
広島市平和記念公園

地域清掃活動
三菱FBRシステムズ㈱ 業務部 総務・購買グループ
10月24日／ 30人
渋谷区神宮前周辺

筆影山クリーンキャンペーン
MHIファシリティーサービス㈱ 広島事業管理グループ 三原管理チーム
4月14日／ 3人
筆影山

自主清掃活動
菱重特殊車両サービス㈱ 管1理部 千歳総務課
10月18日／ 33人
千歳工場周辺

自主清掃活動
菱重特殊車両サービス㈱ 管理部 総務課
6月18日／ 21人
第3工業団地の千歳工場周辺

ふるさと清掃運動会
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 長崎ビジネスセン
ター 業務チーム
10月25日／18人
長崎造船所本館門前

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
9月2日／ 3人
愛知県岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
7月8日／1人
愛知県岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

工場周辺美化清掃
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 名古屋西ビジネスセ
ンター
6月13日／10人
岩塚工場周辺

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
5月13日／ 3人
愛知県岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺三菱重工グループの活動

小牧市民会館周辺清掃活動
㈱エムエイチアイロジテック 総務部
10月6日／1人
小牧市民会館周辺

YBAビル周辺清掃活動
重環オペレーション㈱ 総務部 総務グループ
5月29日／ 28人
YBAビル周辺清掃活動

芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼ
ロのまち！～
㈱田町ビル 総務部総務課
10月18日／16人
田町駅・三田駅周辺

名誘地区構外美化活動
㈱エムエイチアイロジテック 総務部
5月18日／43人
三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所周辺

名誘地区構外美化活動
㈱エムエイチアイロジテック 総務部
10月12日／ 23人
三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所周辺

クリーン作戦
三菱原子燃料㈱ 業務管理本部 総務部総務課
5月14日／ 30人
茨城県那珂郡東海村舟石川622番地1
三菱原子燃料㈱周辺

駅周辺において喫煙マナーの啓発・清掃
㈱ダイヤビルサービス 総務部
10月18日／18人
田町駅周辺

芝地区クリーンキャンペーン
ダイヤモンドオフィスサービス㈱
経営管理部・コンテンツ制作センター
10月18日／12人
田町駅・三田駅周辺

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動
ダイヤモンドオフィスサービス㈱ 岡崎ビジネスセンター
5月6日／ 2人
愛知県岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

クリーン作戦
三菱原子燃料㈱ 業務管理本部 総務部総務課
11月2日／ 25人
茨城県那珂郡東海村舟石川622番地1
三菱原子燃料㈱周辺
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ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱中部支社 静岡出張所
10月9日／ 2人
静岡出張所周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
部品・サービスG部品チーム
10月10日／ 6人
上溝部品センター周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社（榎田ビル）
10月15日／ 9人
重工福岡ビル正面玄関前、道路脇除草作業

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 天草営業所
10月16日／ 3人
天草営業所周辺道路

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 中国支店
10月18日／ 9人
中国支店の周辺道路

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 垂水営業所
10月10日／4人
垂水営業所周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 鐘崎営業所
10月15日／4人
鐘崎漁港

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 北東北支店
10月15日／ 9人
北東北支店周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 愛知営業所
10月16日／ 7人
愛知営業所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 長崎営業所
10月19日／4人
長崎営業所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 阪和営業所
10月19日／ 6人
阪和営業所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 有明営業所
10月9日／ 5人
有明営業所近辺道路

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 大分南出張所
10月9日／ 3人
大分南出張所近辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 長門出張所
10月5日／ 3人
長門出張所の周辺道路

事務所周辺クリーン作戦
三菱重工エンジンシステム㈱ 石巻営業所
10月4日／ 7人
石巻営業所周辺

所管地域清掃活動
三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 七尾営業所
10月1日／4人
七尾営業所周辺

ふるさと清掃活動
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 日豊営業所
10月1日／ 6人
日豊営業所周辺

環境美化活動（清掃）
三菱重工工作機械㈱ 安全衛生・環境施設課
6月13日／168人
栗東地区周辺

バス停清掃
三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 長崎事業部
6月18日／ 6人
長崎市鍛治町バス停

H30年度CSR活動「ありがとう！ さような
ら！ 神ノ島工場」
エムエイチアイオーシャニクス㈱ 品質保証グループ
11月3日／ 73人
長崎県長崎市神ノ島町1-367-3周辺 神ノ島工場

ふるさと清掃活動
エムエイチアイオーシャニクス㈱ 品質保証グループ
4月19日／ 5月30日／ 6月13日／45人
長崎県長崎市幸町6-12周辺／
幸町工場周辺道路及び河川

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 山陰営業所
10月19日／ 5人
山陰営業所の周辺

2018年度第6回「地域環境保全活動」
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
9月25日／12人
神船周辺地区

2018年度第5回「地域環境保全活動」
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
8月21日／16人
神船周辺地区

2018年度第3回「地域環境保全活動」
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
6月26日／15人
神船周辺地区

横浜オフィス周辺清掃活動
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
6月14日／ 27人
横浜ビル周辺地区

2018年度第2回「地域環境保全活動」
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
5月28日／14人
神船周辺地域

2018年度第1回「地域環境保全活動」
MHIニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング㈱ 総務グループ
4月26日／15人
神船周辺地域

大阪マラソン“クリーンUP”作戦
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社（重工大阪
ビル）
11月21日／ 36人
重工大阪ビル周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 佐世保営業所
11月6日／4人
佐世保営業所前

九州工場グリーンデイ
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
部品・サービスグループ 特販サービスチーム
10月31日／15人
九州工場周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 大間営業所
10月29日／4人
大間営業所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱
西日本支社 マリンエンジングループ 広島営業所
10月29日／ 5人
広島営業所周辺道路

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 南九州支店
10月29日／ 5人
南九州支店周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社（清風ビル）
10月22日／14人
中部支社（清風ビル）周辺歩道

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 岩手営業所
10月22日／4人
岩手営業所周辺

本牧工場ボランティア清掃
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社
部品･サービスG 横浜工場
10月25日／14人
重工横製本牧工場周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 東北支店
10月26日／ 6人
東北支店裏の公園周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 銚子営業所
10月19日／1人
銚子営業所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 茨城出張所
10月22日／1人
茨城出張所周辺

ふるさと清掃運動
三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 二見工場
明石営業所
10月25日／12人
二見工場の周辺道路

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 部品サービスG
10月26日／12人
一宮工場周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 本社・東日本支社
10月26日／47人
五反田ビル周辺

ふるさと清掃運動会
三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 串木野営業所
10月29日／ 3人
串木野営業所周辺道路

企業からの報告

1312



事務所近隣バス停清掃活動
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
4月23日／ 22人
事務所近隣バス停

事務所近隣バス停清掃活動
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
5月29日／44人
事務所近隣バス停

工場周辺清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
6月13日／ 29人
工場周辺

事務所近隣バス停清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
7月30日／ 26人
事務所近隣バス停

事務所近隣バス停清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
9月25日／ 22人
事務所近隣バス停

事務所近隣バス停清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
10月29日／ 27人
事務所近隣バス停

事務所近隣バス停清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
6月26日／ 24人
事務所近隣バス停

事務所近隣バス停清掃
MHPSエンジニアリング㈱ 長崎事業部
8月27日／41人
事務所近隣バス停

通勤経路清掃活動
MHPSエンジニアリング㈱ 高砂事業部
10月19日／ 20人
通勤経路

日立駅クリーンアップ作戦運動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
4月5日／4人
エスカルロード（日立駅）

通勤道路清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
5月15日／12人
日立工場周辺通勤道路

通勤経路清掃活動
MHPSエンジニアリング㈱ 高砂事業部
4月20日／18人
通勤経路

枇杷島製作所周辺美化活動（ボランティア活動）
三菱重工サーマルシステムズ㈱ 総務部総務グループ
4月18日・8月22日／140人
愛知県清須市西枇杷島町（枇杷島工場周辺・
新川河川敷及び名鉄二ツ杁駅周辺、JR枇杷島駅周辺）

ダイナボアーズの社会貢献（橋本清掃活動）
三菱重工エンジン＆ターボチャージャ㈱
経営管理部（ラグビー事務局）
4月1日・4月4日・5月16日・10月17日／ 80人
橋本駅南口周辺

芝地区クリーンキャンペーン活動
エムエイチアイマリンエンジニアリング㈱ 業務部
10月18日／15人
田町地区近辺

本社周辺清掃活動
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
総務・人事部総務グループ
10月17日／ 80人
横浜市西区みなとみらい4丁目周辺

本社周辺清掃活動
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
総務・人事部総務グループ
5月29日／ 82人
本社周辺清掃活動

周辺地域のゴミ回収活動
原子力サービスエンジニアリング㈱ 総務部総務課
10月12日／（毎月2回）実施235人
当社周辺

ふるさと清掃運動会（千葉都市モノレール）
三菱重工交通機器エンジニアリング㈱ 総務部総務勤
労課
10月12日／ 5人
千葉市稲毛区萩台町199-1

第6回筆影山ウォーキング＆クリーンキャ
ンペーン
三菱重工交通機器エンジニアリング㈱ 総務部総務勤
労課
4月14日／ 20人
三原市筆影山

日立駅クリーンアップ作戦運動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
5月17日／4人
エスカルロード（日立駅周辺）

地域清掃活動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 中国支社
6月3日／ 3人
広島平和公園前～旧広島市民球場跡地

ふるさと清掃運動会
三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室 支社支援グルー
プ 四国業務チーム
10月25日／17人
高松市中央公園

ふるさと清掃運動会2018
三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室 支社支援グルー
プ 北海道業務チーム
10月25日／ 8人
入居ビル（札幌市中央区北2条西4丁目）周辺の道路・
歩道

ふるさと清掃活動
三菱重工業㈱ 民間機事業部 業務管理部 広島管理グ
ループ
10月24日／150人
三菱重工業㈱江波工場周辺（中区江波沖町5-1）

ふるさと清掃活動
三菱重工業㈱、ダイヤモンドオフィスサービス㈱、ダイ
ヤエコテック㈱、NTTデータMHI情報システムズ㈱、
三菱重工マシナリーテクノロジー㈱、三菱重工コンプ
レッサ㈱、MHIファシリティーサービス㈱、MHIプラン
トエンジニアリング＆コンストラクション㈱、MHIソ
リューションテクノロジーズ㈱、Primetals Technologies Japan㈱、MHIプラ
ント㈱、MHI保険サービス㈱、MHIパーソネル㈱、三菱重工機械システム㈱、富士
ゼロックスサービスリンク㈱
10月24日／ 230人
観音工場周辺 広島市西区観音新町四丁目6番22号

ふるさと清掃運動会2018
三菱重工業㈱ 九州業務チーム
10月18日／ 32人
福岡市博多区博多駅前周辺

2018年度第4回「地域環境保全活動」
三菱重工業㈱ 総務グループ
7月24日／16人
神船周辺地区

コスモアースコンシャスアクトクリーン・
キャンペーン in 宮沢海水浴場
三菱重工業㈱ 再生エネルギー事業部
風車エンジニアリング＆サービス部
6月23日／ 300人
秋田県男鹿市野石大湯沢下宮沢海水浴場

工場周辺美化清掃
三菱重工業㈱ 人事労政部 岩塚人事総務グループ
6月13日／158人
岩塚工場周辺の歩道、一里山及び並木第二公園内

地域清掃
三菱重工業㈱ 下関総務グループ
5月30日／ 380人
工場周辺

主翼コンポジット課環境ボランティア活動
三菱重工業㈱ 複合材主翼工作部・主翼コンポジット課
5月12日／ 66人
渥美半島 西の浜海岸

第6回筆影山ウォーキング＆クリーンキャ
ンペーン
三菱重工業㈱ 三原
4月14日／ 20人
筆影山

小牧山美化活動～春の小牧山を美化
ウォーク～
三菱重工業㈱ 航空機・飛昇体事業部 品質保証部
4月14日／4人
小牧山

通勤路及び荒井駅周辺の清掃活動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 高砂工場 安全環境課
6月14日／ 23人
当社通勤路周辺

環境美化清掃活動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 北陸支社
6月14日／ 7人
富山県富山市牛島町 富山駅北地区

通勤道路清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
10月15日／12人
日立工場周辺通勤道路

通勤道路清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
11月1日／ 3人
エスカルロード

技術部通勤路及び社員クラブ周辺の清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 大型ガスタービン技術部
6月14日／ 5人
荒井駅からの通勤路および高砂クラブ周辺

呉市クリーンウォーク
三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 呉人事総務
グループ
6月16日／ 33人
呉市 広地区（呉工場_独身寮周辺市街地）

オフィス周辺清掃活動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 東北支社
10月18日／ 6人
仙台市青葉区一番町一丁目 東菱ビル周辺

ふるさと清掃運動会
三菱日立パワーシステムズ精密鋳造㈱ 管理部 総務グ
ループ
10月31日／ 28人
栃木県宇都宮市平出工業団地1-17（工場敷地周辺）

小菅修船場跡ボランティア清掃
三菱重工業㈱ 総務法務部 長崎総務グループ
4月12日／ 95人
小菅修船場跡

企業からの報告
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ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーン
UP作戦
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
11月21日／ 3人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-20）周辺道
路、歩道

ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーン
UP作戦
エム・エムブリッジ㈱ 関西営業所
11月21日／1人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-21）周辺道
路、歩道

ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーン
UP作戦
西日本JKO㈱ 関西営業所
11月21日／ 2人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-22）周辺道
路、歩道

ふるさと清掃運運動会 in 岩塚
中菱エンジニアリング㈱ 岩管グループ
10月24日／ 80人
中菱本社周辺ならびに三菱重工業㈱岩塚工場周辺道
路・駐車場

2018ふるさと清掃運動会
MHIソリューションテクノロジーズ㈱ 内部統制室
10月24日／ 9人
長崎

ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーンUP作戦
MHIファシリティサービス㈱ 大阪サービスグループ
11月21日／4人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-23）周辺道
路、歩道

環境クリーンキャンペーン（ボランティア清
掃活動）
MHIソリューションテクノロジーズ㈱ 内部統制室
10月24日／ 33人
広島・観音工場～広島南道路南側

ごみゼロクリーンウォーク
MHIソリューションテクノロジーズ㈱ 内部統制室
6月3日／19人
平和記念公園～旧広島市民球場跡地ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーン

UP作戦
三菱日立パワーシステムズ㈱ 関西支社
11月21日／14人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-20）周辺道
路、歩道

ふるさと清掃運動会大阪マラソンクリーンUP作戦
三菱重工業㈱ グローバル拠点支援室 支社支援グルー
プ 関西業務チーム
11月21日／12人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀1-3-20）周辺道
路、歩道

鞍掛山さくらの山づくり整備活動
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場
11月16日／ 56人
鞍掛山

飛島ボランティア清掃
三菱重工業㈱ 総務法務部 名古屋総務グループ
名古屋総務チーム
11月13日／19人
愛知県海部郡飛島村金岡5番地 名航 飛島工場

環境クリーンキャンペン
Primetals Technologies Japan,Ltd. 社長室
10月24日／ 30人
観音工場周辺

ごみぜろクリーンウオーク
Primetals Technologies Japan,Ltd. 社長室
6月3日／ 21人
広島市平和公園周辺

ふるさと清掃運動会
エムエイチアイマリテック㈱ 業務部
10月20日／ 50人
長崎市飽の浦町 飽の浦公園

大名古屋ビルヂング周辺清掃活動
三菱重工業㈱ グローバル拠点支援支社支援グループ 
中部業務チーム
11月2日／13人
名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂ
ング周辺

ふるさと清掃大運動会
三菱重工業㈱ 総研長崎外周清掃
10月31日／ 22人
総研長崎外周清掃

その他企業の活動

エム・エム ブリッジ株式会社
ふるさと清掃運動　広島
11月20日（火）／17名
広島県広島市西区観音新町　リョーコーセンタービル周辺
ビル敷地内及び周辺公道のゴミ拾い活動を実施

株式会社井出組
2018年地域清掃大行動
10月6日（土）／122人
静岡県富士市島田町　井出組本社周辺
社員と協力会（取引業者）との共同の取り
組み「地域清掃大行動」の「ふるさと清掃運
動会」への参加は今年で9回目になります。
各コース2kmの3コースに分かれ、会社周
辺の幹線道路の歩道や植え込みの清掃・
草取りをしながら約2時間の清掃行進を
行いました。ゴミ袋150袋（紙ごみ・かん・
ペットボトル・雑草など）
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学生ボランティア企画集団NUTSは早稲田大学公認のボラン
ティアサークルです。都内でのごみ拾いを中心にボランティア活
動の企画・運営、ふるさと清掃運動会の実行委員・学生スタッ
フ、その他ボランティア活動への参加など積極的に行っていま
す。NUTS主催の高田馬場清掃、ゴミゼロ企画はもちろん、ふるさ
と清掃運動会の荒川での清掃活動を通じて、学生から広くボラ
ンティア活動を発信しています。� （15期代表　松任拓哉）

学生ボランティア企画集団
NUTS活動紹介

１．学生 530キャンペーン＠首都圏
毎年、5月に行うNUTS一大イベントである「530（ゴミゼロ）プロジェクト」。昨
年は、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県計10カ所を巡る「学生530キャンペーン
@首都圏」を開催しましたが、今年は、東大、慶応、法政、明治、立教、そしてNUTS
が属している早稲田大学の各キャンパスを巡る「学生530キャンペーン@六大学
清掃」を行いました。狙いとしては、キャンパス周辺でのゴミ拾いを通し、普段の生
活の場である街や駅を美しく保つことから、地球を美しく保つことへの意識に繋
げていくことです。今年も、計60名の多くの方と一緒にボランティア活動を行う
ことができました。� （3年　江口　紗弥）

２．23区清掃
「23区清掃」とは、一般の参加者を集い東京都23区を清掃するというNUTS
の一大イベントです。このイベントは、2018年で8回目の開催となりました。今年
は以前までの活動とは少し違い、1年間という長い期間を使い年間を通したメイ
ンの活動として企画し実行してきました。12月の文京区から活動を開始し、月2
回程のペースで活動を行いました。
ごみの多い場所、少ない場所は地域によって様々でしたが、ごみは一向になく
ならないのが現状です。この活動を通して、一人でも多くの方にごみの現状や環境
問題について知ってもらい自身を見直すきっかけとなったら嬉しく思います。
� （3年　鎌田　希望）

３．夏イベント
今年度の夏イベントは2018年8/22江ノ島・2018年8/23�鎌倉で開催しま

した。台風が当たらないか心配でしたが無事、快晴のもと活動することができま
した。今回はあえて観光地でゴミ拾いをすることにより、多くの方にこの活動を
知ってもらうことを目的にした結果、通常の活動より学生が多く集まり和気藹々
と活動することができました。� （3年　永井　麻亜也）

４．その他
15期は、NUTS主催の清掃活動以外にも様々な清掃活動に参加してまいりま
した。その中で、5月に開催された大型音楽フェスティバルの「クリーンスタッフボ
ランティア」での活動を取り上げます。会場は東京都江東区にある、若洲公園。今
年で2回目となるそのボランティアは、①新木場駅から会場である若洲公園まで
の道のごみ拾い②会場に設置されたごみステーションでごみの分別③終演後に
会場内外でポイ捨てごみを拾う、といった内容で行いました。
この活動を通じ、普段できない大規模イベントの裏側から支えることができ、
さまざまな関係者の協力のもと、開催されているということが分かり、普段の生
活では得ることのできない貴重な経験をすることができました。また、ごみ拾い
だけでなく、スタッフとしてイベントにかかわることができ、ボランティアに対し新
たな角度で視点を見出すことができ、今後の活動の幅を広げるきっかけになった
と思います。� （3年　松任　拓哉）
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くりくり少年軟式野球連合会
加盟連盟からの報告

京葉少年野球連盟
いなげの浜清掃活動
2月10日（土）／170人
千葉市美浜区いなげの浜
京葉少年野球連盟第36回卒部記念大会開会式終了後に連盟恒例のふるさと清
掃運動会行事として、いなげの浜清掃活動を行った。

京葉少年野球連盟
幕張の浜清掃活動
4月7日（土）／ 730人
千葉市美浜区幕張の浜
京葉少年野球連盟第42回春季大会開会式をZOZOマリンスタジアムで行い、終
了後隣接する幕張の浜で清掃活動を行った。
当日は、最大22メートルの強風が吹き付ける悪天候の中を、約730名の選手・父
兄が参加して清掃活動を行った。あまりにも風が強いため清掃は残念ながら短時
間で終了した。

京葉少年野球連盟
フクダ電子グラウンド清掃活動
9月16日（日）／600人
千葉市中央区蘇我スポーツ公園フクダ電子グラウンド周辺
京葉少年野球連盟第42回秋季大会開会式終了後、試合の組まれていないクラブ
の選手・保護者により、開会式会場千葉市中央区蘇我スポーツ公園の会場周辺
の清掃活動を行った。

土浦市スローガンの前で記録写真撮影

土浦市少年野球連盟
5月6日（日）／430人
土浦市新治運動公園野球場（A,B,C面）を含めた近隣地区
本年度も当連盟では、「日本一住みやすい街、みんなでつくろう」の合言葉のもと
に、下記の要領で使用球場を含めて近隣地区の清掃活動を行いました。

燃えるゴミと燃やせないゴミを分別して
収集

子供も大人も一緒に清掃活動

札幌はまなす少年軟式野球協会・札幌
羊ヶ丘ライオンズクラブ
豊平川河川敷の清掃活動
10月8日（月・祝）／350人
札幌はまなす少年軟式野球協会の選手・父兄・関係者およびライオンズクラブ
会員が豊平川河川敷の清掃活動を行いました。

東久留米市少年野球連盟、黒目川クリーンエイド実行委員会、
東京湧水ライオンズクラブ、警視庁田無警察署
第10回黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦
【後援・協賛】東久留米市、都立東久留米総合高校、都立久留米西高校
10月21日（日）／500人
東京都東久留米市　黒目川上流域
晴天の秋空の下で、黒目川の上流域約4.5Kmの遊歩道と河川敷のゴミ拾いをし
ました。今年は東京都の河川管理者が河川敷全域の除草をしてくれましたので、
参加者が河川敷に降りて存分に活動できました。河川敷には、何度も大雨が降り
水があふれたので、例年より大量のゴミを拾いました。回収したゴミは「クリーン
エイド」の調査カードに記録しました。

通路植え込みのゴミ拾い 低水河川敷のゴミ拾い�

並木市長 湧水ライオンズクラブ

田無警察より参加品の受領 毎日新聞川﨑氏
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各市民団体の
活動

小山市
ふるさと清掃運動会　in　思川
【後援・協賛】小山市廃棄物減量推進協議会
10月20日（土）／450人
栃木県小山市　思川河川敷の清掃活動
可燃ごみ300㎏、不燃ごみ150㎏回収しました。

金見集落
金見崎海岸清掃と世界自然遺産勉強会
【共催】徳之島町
【協力】NPO法人徳之島虹の会
5月13日（日）／100名
鹿児島県大島郡徳之島町金見崎海岸
オカヤドカリ(国指定天然記念物)やウミガメの産卵シーズン前に、金見集落から
清掃会実施の協力要請があり、徳之島町、徳之島虹の会が協力して実施した(昨
年に続いて２回目)。当日は、住民や環境保全団体等の関係者約100人が参加。海
岸に漂着した大量のゴミを回収した。作業終了後には、金見公民館にて世界自然
遺産勉強会を開催し、2018年に遺産登録を目指す奄美・沖縄について「登録延
期」になった理由などについて町職員が説明した。ペットボトルや発泡スチロー
ル、空き缶など軽トラック約10台分。

全日本釣り団体協議会JOFI東京
10月6日（土）／13人
若洲で釣り場のゴミ拾い及び釣りの指導を実施しました。
釣り具に関連したプラゴミの回収記録をとりました。

狛江市美化運動推進実行委員会
多摩川統一清掃
【後援・協賛】後援・協賛国土交通省・狛江市建設環境部清掃課
4月14日（土）／90人
元和泉2丁目38～駒井町3丁目25　多摩川の堤防付近
狛江市役所の呼びかけで、例年、市民が参加して多摩川清掃活動に取り組みます。
狛江市少年野球連盟では、青少年の健全育成に寄与する活動と位置付けて、体育
協会参加の一団体として、毎年参加しています。参加対象は、連盟に属する全チー
ムの6年・5年の選手のほか、役員・監督・コーチ・父兄です。狛江市が接する多
摩川の上流・下流のそれぞれの集合場所から堤防付近に散乱しているごみなど
を収集し、最終集合場所（多摩川自由ひろば）に向かいます。選手たちは、この活動
を通じて、ふるさと清掃活動の重要性と、環境保全の大切さを身をもって体験して
います。

東京ツインパークス管理組合
10月27日（土）／21人
住民の協力で近隣の歩道及び海岸通りの上下線の歩道と植え込みの中のゴミを
回収しました。

ボランティアサークル亀の子隊
西の浜クリーンアップ活動
【後援・協賛】豊橋河川事務所・三河港湾事務所
10月14日（日）／63人
愛知県田原市　渥美半島西の浜
人工物・流木・ビン・ペットボトル・タイヤ・家庭ごみ、総重量330㎏回収しま
した。

ハロウィン行進隊　神明子ども中高生プラザ
10月31日（水）／20人
東京都港区浜松町1-6-7　プラザ神明周辺
ハロウィンの仮装をして、プラザ神明周辺の清掃活動を行いました。
落ち葉や、木の枝が多く見受けられました。

三重大学緑環境計画学研究室
平倉の森へOB集合！
【後援・協賛】三重大学附属平倉演習林
11月10日（土）／30人
三重県津市美杉町　三重大学附属平倉演習林
天候にも恵まれ、台風の風倒木処理、間伐作業などを楽しみました。
広島経済大や近畿大の学生も参加しました。
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ふるさと清掃運動会実行委員会主催行事

回 年 実施日 行事名 場　所 区・市
共催（上段）
後援（下段）

参加
人数

少年野球教室
指導（下段）

釣り
教室

その他
行事

事務所

第1 2007
10月

20日～ 28日
ふるさと清掃運動会 全国各地 環境・農水省 ―

浜松町富
士山クラ
ブ内

第2 2008
10月

1日～ 31日
ふるさと清掃運動会 全国各地

環境・農水・
国交省

〃

第3 2009
10月

10日（土）
東京湾岸大清掃作戦 若洲海浜公園

江東区
（後援）

環境・農水・
国交省

800 〃

第4 2010
11月

6日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

荒川中土手
河口から2km

江戸川区
（後援）

荒川ク
環境・農水・
国交省

400
千代田区
パレスサ
イドビル

第5 2011
10月

30日（日）
ふるさと清掃運動会
in荒川

河口から3km
江戸川区

（後援）
荒川ク
環境・国交省

800
東日本大
震災復興
支援

〃

第6 2012
10月

14日（日）
ふるさと清掃運動会
in荒川

河口から3km
江戸川区

（後援）

荒川ク
環境・農水・
国交省

1000 復興支援 〃

第7 2013
10月

5日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

西新井橋下
足立区

（後援）
荒川ク
環境・国交省

700 降雨中止 日本釣
復興支援
日韓海岸
清掃

〃

第8 2014
10月

4日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

河口から10km
葛飾区

（後援）
荒川ク
農水・国交省

1000
くりくり小年
ITスポ

日本釣
復興支援
日韓海岸
清掃

〃

第9 2015
10月

3日（土）
ふるさと清掃運動会
in多摩川

泉 多 摩 川 河 川
敷左岸

狛江市
（共催）

狛江市
環境・国交省

1000
くりくり小年
ITスポ

日本釣
復興支援
日韓海岸
清掃

早大ボラ
ンティア
センター
内

第10 2016
10月

1日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

江 北 橋 ～ 扇 大
橋 右 岸 河 口 か
ら17km

足立区
（後援）

荒川ク
環境・農水・
国交省

800 降雨中止 日本釣
復興支援
日韓海岸
清掃

〃

第11 2017
10月

7日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

笹 目 橋 ～ 戸 田
橋 右 岸 河 口 か
ら27km

板橋区
（後援）

荒川ク 700 降雨中止 日本釣 日韓海岸
清掃

〃

第12 2018
11月

3日（土）
ふるさと清掃運動会
in荒川

四 ツ 木 橋 ～ 木
根川橋右岸 河
口8km

墨田区
（後援）

荒川ク
環 境.農 水.国
交省

750
くりくり小年
ITスポ

日本釣 〃

＊  荒川ク： 荒川クリーンエイド・フォーラム
　くりくり小年：くりくり少年軟式野球連合会
　ITスポ：ITスポーツ連盟、
　日本釣：日本釣りインストラクター機構

本会は、2007年9月4日環境省で全国の市民、学生、企業の方々に「ふるさと清掃運動会」を訴えて、北海道から沖縄まで全国23

都道府県で環境アクション2007の取り組みを開始しました。発起人は福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん、富士山クラブ会

長で高野連前会長の奥島孝康さん、歌手の加藤登紀子さん、アルピニストの野口健さんです。今年で12回目になります。この記念す

べき12年を迎えるにあたって、本会が実施してきた活動を確認するとともに、活動を支えてきた協賛社や各団体の方々に12年の活動

を振り返り、記憶に残る活動について寄稿していただきました。新たな環境アクションに繋がっていくものと期待します。

ふるさと清掃運動会12年の歩み
全国各地の市民、学生、企業に対して、ふるさと清掃運動会の環境アクションを訴えるだけでなく、実行委員会自らが主催する東京湾岸

大清掃作戦を10月10日に江東区若洲海浜公園で実施。江東区、環境省、農林水産省、国土交通省の後援のもと、約800人が参加する大

清掃運動会を展開しました。

2009年

第3回ふるさと清掃運動会

NPO法人荒川クリーンエイド・フォー

ラムとの共催による大清掃を開始。東京

都荒川流域河岸で、「荒川でちょっとい

いことゴミ拾い」を第12回まで継続して

行っています。

2017年 in荒川2016年 in荒川

2016年 in荒川

第4回ふるさと清掃運動会

2011年 in荒川 2011年 in荒川

王貞治実行委員長も清掃活動に参加、

参加者の皆さんと一緒にゴミ拾いで汗

を流しました。少年野球の子供たちは憧

れの王さんに会えて大興奮、一緒に記念

写真におさまりました。

第5回ふるさと清掃運動会

2524

ふるさと清掃運動会12年の歩み

2524



くりくり少年軟式野球連合会は、2009年の第3回から清掃活動に参加をしました。今年の第12回までに10連盟の監督、コーチ、選手、

父母ら26,000人以上の人がそれぞれ練習で使っている野球場、河川敷緑地、地元の川などのクリーン作戦を展開してきました。それぞ

れの連盟が自主的に参加を決め、自分たちの住んでいるところを少しでも綺麗にしながら地域との関わりを大切にしていきたいという

気持ちでこの運動に参加しています。

王さんは、メッセージの中で、「人間が引き起こしている環境破壊、地域温暖化はより加速しているように感じる。われわれは手をつな

いで環境を守るために、一人でも多くの人たちが参加してくれることを願う。一人ひとりが出来る事は小さくてもたくさんの人が参加すれ

ば大きな力となります。私たちのふるさとの山や川、海、町の環境を守り、子供たちに美しい日本を残していくために一緒に参加しません

か」というメッセージを発信しています。くりくり連合会は今後さらにこの運動の輪を広め、子供たちが安心して暮らしていける未来へ向

けての取り組みを強化していきたいと思っています。

（くりくり少年軟式野球連合会事務局長　　川﨑　正則）

（ITスポーツ連盟事務局長　安部智子）

協賛社・協力団体からの寄稿

くりくり少年軟式野球連合会

ITスポーツ連盟の前身IPI軟式野球リーグは1991年、情報サービス産業界の認知度向上を目的にスタート。その後、サッカー、テニス、

フットサル、バスケットボールとフィールドを広げてまいりました。このITスポーツ連盟がふるさと清掃運動会に参加したのは2012年、第

6回のことです。スポーツを通した社員の活性化に加え、社会に貢献できる活動に皆で参加したいという声に応える形で、連盟各社役員、

選手、その家族ら総勢200名が参加しての活動となりました。

第8回からは、くりくり少年軟式野球連合会と少年野球教室を共催。王貞治実行委員長が参加されたin多摩川には沢山の少年野球

チームが集まりました。野球リーグの監督や選手の皆さまの協力を得て、清掃前に少年たちと気持ちのいい汗を流しています。これから

もスポーツによる健康増進とともに、ふるさと清掃運動会を始めとする社会貢献活動を推進してまいります。

ふるさと清掃運動会と ITスポーツ連盟

2012年 in荒川 2014年 in荒川 2015年 in多摩川

2009年　東久留米少年野球連盟 2015年 in多摩川

2014年 in荒川 2014年 in荒川 2015年 in多摩川

少年野球教室を第8回から開催。くりくり少年軟式野球連合会に加盟している少年達がITスポーツ連盟のお兄さんや元プロ野球選手

の指導を受け、午後からは大清掃に参加です。

第8回ふるさと清掃運動会

2015年 in多摩川 2015年 in多摩川2015年 in多摩川

2015年の第9回は、荒川を離れ、狛江市の市政施行45周年記念事業の一環として多摩川で開催しました。王貞治実行委員長も参加し

てくれました。子供たちが王さんに会おうと集まって来て、記念写真をパチリ。

第9回ふるさと清掃運動会

初めての釣り教室が小雨の中、午前中に行われました。日本釣りインストラクター機構の会員の皆さんによる河川敷を海に見立てた

キャスティングによる模擬釣り指導で、子供から大人まで鯛や平目の大物釣りに大興奮です

小雨の中、足立区荒川河川敷（西新井橋下）で行われ、午前中に予定していた少年野球教室は中止となりましたが、少年野球の子供た

ちは、王貞治実行委員長と一緒にゴミ拾いをしました。

第7回ふるさと清掃運動会

2013年 in荒川 2014年 in荒川 2016年 in荒川
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オーガニックコットン

　2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害、その津波による巨大津波の破壊力の凄まじさ。

　その凄まじさを見て……何とかしないと胸を痛めました。

　ふるさと清掃運動会も富士山清掃も落ち着きが出て来ましたので、思い切り岩手に目を向けました。

第1回の「がんぱっぺ岩手」甦ら

そう大槌川のボランティア募集を7

月に実施、約80名程の参加者とサ

ケの川を復興させる町民と人海戦術

で実施いたしました。

シャベルを抱え、土嚢袋を持って頑

張った皆さんのやりきった顔が懐か

しいです。

2回目には日帰りで可能な福島県

のいわき市に参りました。

NPO法人「ザ・ピープル」の甘南備

さんの協力のもと、ボランティアツ

アーを実施いたしました。

小名浜海岸の清掃活動、土砂の片

付け、体育館にいっぱいの古着の

整理などのボランティアツアーをバ

ス2台で実施いたしました。

残念ながら2016年は台風で中止になりましたが、福島への活動は4年連続にて終えてしまいました。

（野口　和）

日韓海岸清掃フェスタは2012年当時、まだボランティア活動が根付いていない国境

の島「対馬」で島内、日本国内、韓国の参加者が集まり、越境ゴミ問題、漂流、漂着ゴミ問

題についてどのように対処するかの話合いがもたれました。海岸清掃だけでなく、国外、

国内の参加者同士の交流を深め、ボランティア活動の啓蒙も含めた楽しいイベントをや

りましょうということで、対馬の美しい海を守るネットワークの立ち上げと、ふるさと清

掃運動会、学生ボランティア企画集団NUTS協力のもとで2013年に開催することがで

きました。

2018年で6回目の開催となりましたが、天候に恵まれず、2回の雨の中での清掃活動

と2017年、2018年は台風の直撃で清掃活動は中止となりました。

しかし、発足当時は地元の方々の参加がほとんど見込めませんでしたが、美しい海を

守るネットワーク（現CAPPA）の地道な活動の成果で、中止となった2018年も約200

名近い島内の方々の参加申し込みもあり、またこのイベント以外でも清掃活動のイベン

トが開催されております。

着実に確実にボランティア精神が対馬に根付いています。嬉しいかぎりです。

ふるさと清掃運動会の皆さま、NUTSの皆さま、ありがとうございます。

王貞治さんの「環境は心だ」の精神で、これからも日韓海岸清掃フェスタは続けて行

く予定です。 （東京対馬会　白石テル）

日韓海岸清掃フェスタ

2016年

☆学生ボランティア企画集団NUTSとは？

2004年3月に設立された、ボランティアに興味がある学生が自然的に集まり、自ら

考え、行動することをモットーにしたサークルです。早稲田大学を拠点としていますが、

様々な大学に在籍する多様なメンバーで構成されています。「NUTS」の意味由来は、

「N：なんだか、U：うきうき、T：とっても、S：すごい」であり、「どんな小さなことでも

やってのけてしまうお馬鹿さんたち」という意味もあります。これまで、様々な団体と連

携しながら、富士山や高田馬場等において清掃活動等を企画・実施してきました。

☆ふるさと清掃運動会との関わり方

NUTSはふるさと清掃運動会に参加団体としてではなく、協力団体・実行委員として

初期から参画しています。ふるさと清掃運動会の初期においては、環境団体リストをも

とに趣意・企画書を郵送したりして活動の輪を広げることに協力しました。また、毎年

10月に行われる大規模な清掃活動（荒川清掃等）に際して、事前の下見や当日運営方法

の検討に主体的に参画して、成功に導くために運営側としての役割を担ってきました。

なお、皆さんお馴染みの「ふるさとん」の生みの親はNUTSです。これからも愛らしい

「ふるさとん」が全国各地に広がっていくと嬉しく思います。

学生ボランティア企画集団NUTS
それから「ザ・ピープル」甘南備

さんとの良いお付き合いが出来、

2013年からはふくしまオーガニッ

クコットンプロジェクトに参加をす

ることになりました。

福島県の地域経済を支えてきた農

業生産高は激減し、生産農家は困

窮して元気を失いつつ、そこで塩害

にも強く、放射性物質の移行係数

が低いとされる【綿】を有機栽培で

育て、収穫されるオーガニックコッ

トンを製品化する市民参加型のプロ

ジェクトに参加を毎年応援してきま

した。

2015年

2013年

2014年

ふるさと清掃運動会 in富士山

2012年　高田馬場清掃
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☆最後に

学生時代に企業・行政・NPO等、様々な機関に所属する方々とともにアク

ションを起こすことができた経験は大変貴重でした。関係者の皆さまには心よ

り感謝申し上げます。この活動を通じて得られたネットワーク・経験は、社会人

になってからも変わらない無形の価値があると信じております。

清掃活動は言ってみれば、ただごみを拾うだけですが、そこから得られる気付

きはものすごく大きなものがあります。この活動は垣根の低さが何よりの魅力で

あり、この「草の根活動」は規模に関係なく「継続する」ことが大切であり、ふるさ

と清掃運動会を毎年開催する度にその思いは強くなっていきます。

NUTSにとって、ふるさと清掃運動会を通じて全国的なつながりを持てたこ

とは大変大きな宝物です。今後とも、現役＆OBOGが一体となって、ふるさと清

掃運動会の皆さんとアクションを起こし続けたいと強く思っております。

（学生ボランティア企画集団NUTS OBOG会長 野口邦彦）

当社グループでは、2007年の第1回の活動から、今年の第12回まで、続けて参加させていただいています。第1回の富士山の清掃活動

には、当社からは2名が参加しました。当時、全社で共通して行う社会貢献活動が無かったことから企画を検討しているところ、本活動の

お話をいただき、参加を始めたものですが、第1回は様子が全く分からなかったこともあり、担当部門から参加しました。

その後、活動・参加を全国8 ヶ所の支社・支店とグループ会社に拡大し、昨年度は全国で18 ヶ所、延べ781人が事業所周辺の道路や

公園の清掃、自治体と協力した地域清掃活動を行い、12年間で延べ6,300人が参加した、当社グループの一大イベントになりました。

活動の当日は、同僚と参加して、職場ではない場所で共に汗をかき、終了後には普段とは違う雰囲気で懇親会を行ったり、ご家族で参

加し、お子さんの自然環境を学ぶ場とするなど、清掃だけではなく、それぞれが目的や楽しみ方を見つけて、参加しています。

現在、東芝グループでは、国連で採択された「SDGs」達成に向けた取り組みを始めています。事業を通じた活動とともに、社員一人ひと

りが社会の課題を認識し、その解決に貢献できる活動が行えるように、会社として啓蒙やサポートを行っています。身近で手軽に、出来る

ことから始めた活動が、大きな“輪”となって、事業活動にも活かされてきています。

今後も、皆さまとともに、ふるさと清掃運動会に多くの社員が参加していきます。

東芝デジタルソリューションズグループのふるさと清掃運動会

「第12回ふるさと清掃運動会in荒川」の東芝デジタルソリューションズグループ参加者

「第1回の富士山での活動」

（藤森真信　TDSL （総）［総］）

司会のNUTS初期の写真

2012年　報告会 2014年 in荒川

2008年　初期の写真

荒川クリーンエイド・フォーラムは2010年から共催というかたちで、これまで8回にわたり携わ

らせて頂きました。2011年以降は700 ～1,000人という、荒川クリーンエイドでも屈指の規模

で、拾われるごみは山のような量となり、私たち荒川クリーンエイド・フォーラムのスタッフでさえ

ビックリさせられます。

毎回、荒川の環境保全に大きな貢献をして頂いておりますが、都度こころに浮かぶのは、「私た

ち一人ひとりの力は微力でも、沢山の人が集まれば大きな力を発揮できる」という言葉です。

ごみ問題は誰もが当事者の社会課題です。この活動には参加者がごみを捨うだけでなく、自らの

ライフスタイルを見直すきっかけになるような、社会を変えていく力があると私たちは考えます。

荒川クリーンエイド・フォーラム

※グラフのごみの量は散乱ごみは45Lのごみ袋数、粗大ごみは個数です
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（事務局員　五十嵐　実）
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三菱重工グループでは、CSR行動指針「地球との絆」「社会との絆」に基づき、社員一人ひとりが環境保全や地域貢献への意識を高める

ことに繋がるこの取り組みの趣旨に賛同し、2008年から毎年、事業所在地の近隣で清掃活動を行ってきました。これまで11年間にわた

る活動で、参加人数はのべ73,000人余りに上っています。一番実績の多い2016年度は、海外も含め計235会場で約11,000人が参加し

ました。

10年以上にわたり当社グループ全体でこの活動を継続・推進した結果、社員の環境保全や地域貢献に対する理解が深まり、大きな成

果を挙げることができました。

2010年　江戸川区　荒川
川向うに見えるのは建造中のスカイツリー

2012年　荒川で家族と一緒にたくさんのごみを拾いました

2010年　横浜市 海の公園
大勢の社員が参加しました

2010年　相模原市の工場
今からごみをたくさん拾うぞ！

過去11年間の参加人数および会場数の推移

これまで清掃を行ったさまざまな会場のご紹介（ほんの一部です）

参加人数参加人数

会場数
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2015年　東京　駒沢オリンピック公園の落ち葉を拾いました

2011年　長崎市 豪華客船をバックに公園を清掃 2014年　長崎市 中華街も清掃しました

2013年　長崎市 新入社員たちが頑張りました2011年　瀬戸内海の島を家族で清掃

2013年　名古屋市 工場周辺
通勤時間帯以外は電車が通らない線路際も清掃

2013年　三原市 筆影山
桜の季節に花見客が落としたごみを清掃

（三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室 広報部 CSRグループ）

三菱重工グループのふるさと清掃運動会　2008～ 2018年
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報告･懇親パーティ

1月27日（日）、東京都千代田区一ツ橋の皇居が眼下に広がるパレスサイドビル9階レストランアラスカで、第12回ふるさと清
掃運動会「報告・懇親パーティ」が多くの出席者を迎えて行われました。王貞治会長は残念ながら欠席となりましたが「出席者
の皆さんによろしくお伝えください」との連絡をいただき、呼びかけ人代表の奥島孝康さんの開会の挨拶、富士急トラベルの野
口和さんの乾杯でパーティを開始。出席者全員で記念撮影を行いました。

2018年度の活動報告として、11月3日
（土）に行われた「荒川でちょっといいこと
ゴミ拾いの1日」とふるさと清掃運動会の
12年間の活動をまとめた「ふるさと清掃運
動会12年の歩み」が、懐かしき活動の模様
を収めた写真を交えながら三上秀幸事務
局長から披露。続いて協賛各社、協力団体
の報告と決意表明が行われました。学生
ボランティア企画集団NUTS OBOGも今
回は多数出席し、ふる里の銘酒を持参して
くれました。協賛各社・実行委員から提供
頂いた賞品を抽選とジャンケンによる争奪
戦。またジャズシンガーの奥土居美可さん
の歌で会場は大いに盛り上がりました。三
上秀幸さんの後任となる川﨑正則さんが
次期事務局長としての決意表明を行いま
した。女性講談師で富士山クラブの副理事
長神田紫さんの三本締めでパーティを閉
め、散会となりました。

第12回「ふるさと清掃運動会」まとめ
　ふるさとの山や川、海、町で環境アクションを起こそう！ と全
国に呼びかけたふるさと清掃運動会は12回を数えました。今回
の参加者はのべ10,023人、221ヶ所でした。
　これにより第1回目からの参加者数は264,838人、活動箇所
は3,544 ヶ所となりました。

実行委員会主催イベント
　5月、学生ボランティア企画集団NUTSは東大、慶応、法政、
明治、立教、早稲田大学の各キャンパスを巡る「学生530キャ
ンペーン@六大学清掃」を行いました。60人を超える参加者
がありました。
　また、今回で8回目となる一般の参加者を集い東京都23区
の清掃を行う「23区清掃」は、12月の文京区から活動を開始し、
1年間という長い期間をかけて月2回程のペースで活動しました。
若者が主体的に取り組む意義は大きいです。
　11月、「荒川でちょっといいことゴミ拾い」を開催。朝から雲
一つない晴天の中、墨田区の荒川右岸約900メートルの河岸を
750人でゴミ拾い、大量のゴミを拾うことができました。河岸
に堆積されたゴミの山があっという間に清掃されて見違えるまで
に綺麗になりました。参加者全員で拾った大量のゴミの山を前
に記念撮影となりました。
　今年のゴミ拾いは、これまでにないほどの量で、特に多かっ
たのが粗大ゴミでした。町から流れ出て大きな川の河岸に堆積
したゴミを海に流れ出る前に未然に防ぐことができました。

継続は力
　ふるさと清掃運動会は、2007年にスタートし、今年で12回
目になります。この記念すべき12年を迎えるにあたって、ふる
さと清掃運動会の活動を支えてきた各団体の皆さんに記憶に残
る活動を「ふるさと清掃運動会12年の歩み」として寄稿いただ
き、報告書にまとめました。これからの活動の推進力に繋がる
ものと期待します。
　町から川に流れ込み、海洋に流れ出したプラスチックがマイ
クロプラスチックとして生態系へ与える影響は大きく、食物連鎖

第1回からの活動カ所数＆参加者数

第 1 回 2007年 53カ所 1万6000人
第 2 回 2008年 110カ所 3万3000人
第 3 回 2009年 283カ所 2万8000人
第 4 回 2010年 360カ所 4万22人
第 5 回 2011年 272カ所 3万66人
第 6 回 2012年 280カ所 2万3074人
第 7 回 2013年 313カ所 1万9207人
第 8 回 2014年 531カ所 1万7677人
第 9 回 2015年 427カ所 1万6170人
第 10 回 2016年 411カ所 1万8946人
第 11 回 2017年 283カ所 1万2653人
第 12 回 2018年 221カ所 1万0023人

合計  3544カ所 26万4838人

荒川でちょっといいことゴミ拾いが、荒川クリーンエイド2018において散乱ゴミ回収量（1,569袋）ならびに粗大ゴミ回収数（672
個）で第1位となり、2月22日の特定非営利法人荒川クリーンエイド・フォーラム2018－2019報告・連絡会で表彰されました。

荒川クリーンエイド2018功労賞受賞

から人びとへの影響を懸念する地球規模の問題となっています。
継続した活動で地球環境の保全を行わなければなりません。
　川はそれぞれの顔・姿かたちを持っています、地域の人たちが
親しみを持って接している憩の場でもあります。その川には、ま
だ沢山のゴミが堆積しています。未来の子供たちのためにも川
の環境を元の綺麗な姿に戻さなければなりません。
　美しい日本を世界の人々と共感するための活動を東芝さん、
三菱さん、富士急行さん、ドコモ・システムズさん、IT スポー
ツ連盟さん、毎日新聞さん、ガイアさんと企業の枠を超えた運
動を展開していきます。
　ちょっといいことゴミ拾いの清掃活動に参加してくれる地元の
子供たち、そして、くりくり少年軟式野球連合会のゴミ拾いは
今回で10回目となります。子供たちの参加は未来に向けての大
きな力です。
　ネットワークをもっともっと大きく、スクラムの輪を大きく広
げて行きましょう！
　継続は力、継続こそ力です。 （事務局長　三上秀幸）
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