ふるさと清掃運動会とは
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。
最近は、大型台風による甚大な被害発生。マイクロプラスチックによる海洋汚染など
が深刻な問題となっています。
ふるさと清掃運動会の会場であった荒川河川敷にも大量の土砂や浮遊物で埋まり清掃
運動会を延期する事態となりました。日頃から身近な生活環境に注意を払いエコネット
ワーク運動を通して、人々との交流を深め、ふるさとを見守り続ける運動意識を醸成し
たいものです。
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12回の作年までにのべ26万人以上が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も展開してきました。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）

主

催

ふるさと清掃運動会実行委員会

実行委員長
代
行

奥島
野口

孝康（高野連前会長、ボーイスカウト連盟会長）
健（アルピニスト）

共

催

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム

後

援

国土交通省

顧

亀山
野口
三上

久雄（全国川ゴミネットワーク座長）
和（富士急トラベル首都圏エリアマネージャー）
秀幸（前事務局長）

事務局長

川﨑

正則（毎日新聞社）

実行委員

藤森 真信（東芝デジタルソリューションズ）
太田 成俊（富士急トラベル）
古殿 知子（三菱重工業）
安部 智子（ITスポーツ連盟）
五十嵐 實（荒川クリーンエイドフォーラム）
石坂 政俊（日本大学講師、富士山クラブ理事）
白石 テル（T&X代表）
齋藤麻衣子（オルディ株式会社）
吉澤 裕之（毎日新聞社）
中野 薫樹（
〃
）
平澤 佑樹（NUTS16期代表）
萩原 健登（NUTS16期副代表）
野口 邦彦（NUTS OG／OB代表）
久保 宣映（NUTS OB）
学生ボランティア企画集団NUTS16期

問

サポーター
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ふるさと清掃運動会を支える団体・人びと

阿部 敏明（日本釣インストラクター機構東京支部副会長）
山本 浩也（JR西日本、NUTS OB）
学生ボランティア企画集団NUTS OB、OG
根岸 公夫（東久留米市少年野球連盟会長）

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

三菱重工業株式会社

賛

ドコモ・システムズ株式会社
IT SPORTS連盟
株式会社ガイア
いなば食品株式会社
オルディ株式会社
輝プロダクション
特別協力

全国川ごみネットワーク

協

NPO法人富士山クラブ

力

富士急株式会社
毎日新聞社
くりくり少年軟式野球連合会
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
株式会社T&X
学生ボランティア企画集団NUTS
一ツ橋ライオンズクラブ

企業からの報告
東芝デジタルソリューションズ
グループの活動

事業所周辺清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社
分倍河原事業所
2019年12月16日／31名
東京都府中市
分倍河原駅の周辺清掃を、グループ会社とともに定
期的に実施しています。

本社周辺清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社
2019年12月25日／11名
川崎市幸区堀川町
本社周辺の歩道や植込みの清掃活動を実施。昼休み
の短時間であったが、予想より多くの量のごみを回
収することができました。

支社周辺清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社 九州支社
2019年12月23日／2名
福岡市中央区長浜浜の町公園
東芝グループの社会貢献活動の一環として、㈱東芝
九州支社が主催し東芝福岡ビルに入居しているグル
ープ各社が参画して活動している。東芝福岡ビルのそばにある地域住民が利
用する公園（7,718㎡）を月1回清掃しており、福岡市緑のまちづくりに貢献し
ている。
（30〜40名が参加、空き缶、タバコの吸い殻、落ち葉などの除去）

「第41回
クリーンアップ石狩新港浜
清掃ボランティア」参加
東芝デジタルソリューションズ株式会社
北海道支社
2019年9月8日／10名
北海道石狩市石狩新港浜
㈱東芝北海道支社と当社および関係会社への呼びかけに毎回参加。石狩新港
浜の清掃活動を行いました。空き缶・プラスチックなどゴミを回収しました。

「大阪マラソンクリーンUP
作戦」参加
東芝デジタルソリューションズ株式会社 関西支社
2019年11月26日／25名
大阪府大阪市北区
当初は当社単独で大阪市環境局・大阪マラソン事務局共催の清掃活動に参加
していたが、
2012年より関西東芝グループとして参加することとなった。東
芝情報システム株式会社とともに毎年参加しています。

事業所周辺清掃活動
東芝デジタルソリューションズ株式会社
北府中事業所
2019年12月13日／8名
東京都府中市
事業所周辺の歩道を定期的に毎月実施しています。
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支社周辺清掃活動
東芝情報システム株式会社 中部支社
2019年12月5日／4名
東芝名古屋ビル周辺道路
㈱東芝 中部支社の呼びかけで、東芝グループ会社の
社員も集まって、定期的に清掃活動を行っています。
当社も毎回参加しています。

支店周辺清掃活動
東芝情報システム株式会社 九州支店
2019年12月23日／30名
福岡市中央区長浜浜の町公園
社会貢献の一環として支店のそばにある浜の町公園の清掃活動を毎月行って
います。

本社周辺清掃活動
東芝情報システム株式会社
2019年12月24日／26名
神奈川県川崎市
12月24日㈫、本社ビルに入居するグループ各社（東
芝デジタルソリューションズ㈱、東芝ITサービス㈱、
日本システム㈱および当社グループの社員、総勢42名で周辺2か所（日進町交
差点までの歩道、ルフロン公園）の清掃を実施しました。ゴミを5種類
（可燃、
不
燃、ビン、カン、ペットボトル）に分別しながら、多くのゴミを収集することが
できました。

事業所周辺清掃活動

事業所周辺清掃活動

東芝ITサービス株式会社 関西事業所
2019年4月1日／10名
大阪市福島区
関西事業所としてのCSR活動として「まちの美化運
動」
と題して、
定期的に実施しています。

東芝ITサービス株式会社 中部事業所
2019年12月11日／59名
愛知県名古屋市中村区
中部事業所のCSR活動として、広小路名駅商店街の
清掃活動を実施しています。

サービスセンター周辺
清掃活動

本社周辺清掃活動

東芝ITサービス株式会社 浜松サービスセンター
2019年11月27日／4名
静岡県浜松市中区板屋町
浜松サービスセンターのCSR活動として実施します。

「アドプト・プログラム活動」
参加
東芝ITサービス株式会社 芝浦支社
2019年11月14日／37名
東京都港区
港区アドプト・プログラム活動の一環として、芝浦事業所周辺道路（歩道）の空
き缶タバコの吸殻などのごみの除去をイービーソリューション㈱と共同実
施。

事業所周辺清掃活動
東芝ITサービス株式会社 北陸事業所
2019年11月30日／7名
富山県富山市
朝活として朝礼後に清掃活動を実施しています。

東芝ITサービス株式会社
2019年12月24日／8名
神奈川県川崎市
事業所周辺の清掃活動を東芝情報システム㈱と一緒に定期的に実施していま
す。

分倍河原駅周辺清掃活動
日本システム株式会社
2019年12月16日／30名
東京都府中市
社会貢献活動の一環として、定期的に実施していま
す。

本社周辺清掃活動
中部東芝エンジニアリング株式会社
2019年12月5日／2名
東芝名古屋ビル周辺道路
東芝名古屋ビルの周辺で中部地区東芝グループ各社
からの参加者による清掃活動を実施。

海岸清掃活動
東芝ITサービス株式会社 四日市事務所
2019年12月1日／55名
三重県四日市市羽津町
四日市事務所のCSR活動として、吉崎海岸の清掃活動を実
施しています。

「アドプト・プログラム活動」
参加
イー・ビー・ソリューションズ株式会社
2019年11月14日／6名
東京都港区
港区アドプト・プログラム活動の一環として、イービーソリューション㈱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㈱
と共同実施。
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企業からの報告
三菱重工グループの活動
大山川クリーンアップ活動
MHIエアロエンジンサービス㈱
2019年9月7日㈯／7名
愛知県 大山川周辺

総務部

KEMSクリーン活動

広島市主催の「ごみゼロ・クリーンウォーク」
MHIプラント㈱ 総務・勤労Gr
2019年6月9日㈰／20名
広島市平和記念公園

芝地区クリーンキャンペーン
エムエイチアイマリンエンジニアリング㈱
2019年10月10日㈭／18名
東京都港区芝地区

業務部

小牧山清掃

MHI NSエンジニアリング㈱ 総務G
2019年10月24日㈭／16名
三菱重工業㈱神戸造船所周辺地域

㈱エムエイチアイロジテック
2019年4月13日㈯／5名
愛知県 小牧山城周辺

地域清掃活動

名誘地区構外美化活動

MHIファシリティーサービス㈱
長崎工場サービス部下関施設サービス課
2019年5月22日㈬／9名
MHIファシリティーサービス㈱
下関菱興ビル周辺
（下関市彦島江浦町八丁目6番10）

㈱エムエイチアイロジテック 業務部
2019年5月17日㈮／38名
三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所周辺

G20大阪サミットクリーンアップ作戦

㈱エムエイチアイロジテック
2019年10月5日㈯／3名
小牧市民会館周辺

MHIファシリティーサービス㈱ 大阪サービスグループ
2019年6月4日㈫／4名
三菱重工業㈱大阪ビル
（大阪市西区土佐堀1-3-20）周辺道路、歩道

広島市主催「ごみゼロ・クリーンウォーク」への参加
MHIファシリティーサービス㈱
2019年6月9日㈰／2名
広島市平和記念公園

広島業務G／人事総務T

芝地区クリーンキャンペーン

小牧市 ごみ散乱防止市民行動の日

名誘地区構外美化活動
㈱エムエイチアイロジテック
2019年10月11日㈮／39名
三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所周辺

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019

MHIファシリティーサービス㈱
人事総務部 総務グループ
2019年10月10日㈭／5名
東京都港区 田町駅周辺

エム・エムブリッジ㈱ 関西営業所
2019年11月28日㈭／1名
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

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019

周辺地域のゴミ回収活動

MHIファシリティーサービス㈱
大阪サービスG
2019年11月28日㈭／3名
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

道路清掃活動
MHIプラントエンジニアリング&コンストラクション 下関建設工事部
2019年5月22日㈬／5名
MHIプラントエンジニアリング&コンストラクション㈱
下関建設工事部
（山口県下関市彦島江の浦町8-6-10）周辺

原子力サービスエンジニアリング㈱
総務部 総務課
2019年4月19日㈮／120名
神戸市 原子力サービスエンジニアリング㈱本社周辺

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
2019年6月4日㈫／28名
神奈川県横浜市 YBAビル周辺

YBAビル周辺清掃活動
重環オペレーション㈱ 総務グループ
2019年11月7日㈭／20名
神奈川県横浜市 YBAビル周辺
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企業からの報告
「芝地区クリーンキャンペーン~
路上喫煙ゼロのまち」に参加
㈱ダイヤビルサービス 総務部
2019年10月10日㈭／20名
東京都港区 田町駅・三田駅周辺

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・ビジネス情報サービスセンター・経営企画室
2019年10月10日㈭／12名
東京都港区 田町駅・三田駅周辺

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
2019年10月10日㈭／9名
東京都港区 田町駅・三田駅周辺

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019
西日本JKO㈱ 関西営業所
2019年11月28日㈭／2名
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

地域清掃活動
三菱FBRシステムズ㈱
2019年10月31日㈭／24名
JR原宿駅周辺、
原宿警察署周辺、国立競技場付近

クリーン作戦

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
2019年6月4日㈫／102名
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱本社
（横浜市西区みなとみらい4-4-2）周辺

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 関西支社
2019年11月28日㈭／6名
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

地域清掃
三菱重工業㈱ 下関総務G
2019年5月22日㈬／350名
三菱重工業㈱下関造船所周辺

G20大阪サミット クリーンアップ作戦
三菱重工業㈱ 総務法務部 支社支援グループ
2019年6月4日㈫／9名
三菱重工大阪ビル周辺道路、歩道

関西業務チーム

三菱重工業㈱ パワーD経営管理総括部企画管理部
2019年6月9日㈰／180名
広島市平和記念公園付近

クリーン作戦

ふるさと清掃運動会2019

三菱原子燃料㈱ 総務部／総務課
2019年9月20日㈮／20名
三菱原子燃料㈱本社周辺

三菱重工業㈱ 九州業務チーム
2019年10月30日㈬／23名
福岡県 博多駅周辺

三菱重工相模原ダイナボアーズ地域貢献
経営管理部ラグビー事務局

2019年度 森づくり活動
「森林の癒し体験会」
三菱重工エンジン&ターボチャージャ㈱
経営管理部総務G
2019年8月24日㈯／47名
やどりき水源林
（神奈川県足柄郡松田町寄地内）
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三菱重工エンジンシステム㈱
総務調達部西日本チーム
2019年11月28日㈭／6名
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

広島市主催の「ごみ・ゼロクリーンウォーク」

三菱原子燃料㈱ 総務部／総務課
2019年5月14日㈫／30名
三菱原子燃料㈱本社周辺

三菱重工エンジン&ターボチャージャ㈱
2019年4月3日㈬／20名
神奈川県相模原市 橋本駅南口周辺

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019

環境クリーンキャンペーン
三菱重工業㈱ 民間機事業部 業務管理部 広島管理G
2019年11月7日㈭／80名
三菱重工業㈱広島江波工場周辺道路

ふるさと清掃活動
三菱重工業㈱
パワードメイン経営管理総括部 企画管理部
2019年11月7日㈭／180名
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2019
三菱重工業㈱ M&I本部 EB2部
2019年11月15日㈮／4名
宮城県仙台市一番町一丁目周辺

東北地区

ボランティア清掃
三菱重工業㈱ 名古屋総務G
2019年11月21日㈭／40名
三菱重工業㈱
名古屋航空宇宙システム製作所

飛島工場周辺

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019
三菱重工業㈱
総務法務部 支社支援グループ 関西業務チーム
2019年11月28日㈭／9名
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

2019年度CSRクリーン運動
「周辺地域の環境保全貢献活動」
三菱重工業㈱ 管理部 安全環境グループ
2019年6月20日㈭／66名
三菱重工業㈱三原製作所周辺

重工冷熱クリーン活動
「御器所」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年5月30日㈭／23名
名古屋市昭和区鶴羽町2-2

重工冷熱クリーン活動
「南九州」

重工冷熱クリーン活動
「田町」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月14日㈭／24名
東京都港区芝浦2-11-5

重工冷熱クリーン活動「榎田」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月14日㈭／25名
福岡県福岡市博多区榎田1-3-62

重工冷熱クリーン活動「米子」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月14日㈭／2名
米子市両三柳323-1 大共ビル周辺

重工冷熱クリーン活動「広島」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月14日㈭／13名
広島市西区観音新町1-20-24

ふるさと清掃運動会2019
三菱日立パワーシステムズ㈱ 東北支社
2019年11月15日㈮／7名
三菱日立パワーシステムズ㈱東北支社事務所周辺
（宮城県仙台市青葉区一番町一丁目）

日立事業所通勤道路清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立人事総務グループ
2019年4月15日㈪／3名
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場周辺通勤道路

清掃活動

三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年9月28日㈯／6名
鹿児島県鹿児島市東開町周辺

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立人事総務グループ
2019年10月3日㈭／3名
エスカルロード（茨城県日立市 日立駅周辺）

重工冷熱クリーン活動「岐阜」

日立事業所通勤道路清掃

M三菱重工冷熱㈱ 総務部
2019年11月6日㈬／6名
岐阜市西鶉6-40

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立人事総務グループ
2019年5月15日㈬／3名
三菱日立パワーシステムズ㈱ 日立工場周辺通勤道路

安全課

重工冷熱クリーン活動
「長崎」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月8日㈮／4名
長崎市花丘町3-1 周辺

重工冷熱クリーン活動「京都」
三菱重工冷熱㈱ 総務部 安全課
2019年11月14日㈭／4名
京都市南区上鳥羽卯ノ花68番地

清掃
三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立人事総務グループ
2019年6月6日㈭／3名
エスカルロード（茨城県日立市 日立駅周辺）

広島市主催の「ごみ・ゼロクリーンウォーク」
三菱日立パワーシステムズ㈱ 中国支社
2019年6月9日㈰／4名
広島平和公園前~旧広島市民球場
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企業からの報告
環境美化清掃活動

秋のごみゼロ運動

三菱日立パワーシステムズ㈱ 北陸支社
2019年6月13日㈭／7名
富山県富山市牛島町 富山駅北地区

三菱ロジスネクスト㈱ 管理本部 人事部 安全衛生課
2019年10月28日㈪／130名
三菱ロジスネクスト㈱本社・京都工場周辺（京都府長岡京市）

呉市街クリーンウォーク

自主清掃活動

三菱日立パワーシステムズ㈱
人事総務部 呉人事総務G
2019年6月29日㈯／40名
広島県呉市 広地区(独身寮周辺)

菱重特殊車両サービス㈱ 管理部千歳総務課
2019年6月18日㈫／22名
菱重特殊車両サービス㈱千歳事業所周辺

2019 きれいにせんまいけ大作戦・
富山湾ウェーブ
三菱日立パワーシステムズ㈱
2019年7月7日㈰／1名
富山県富山市 岩瀬浜海岸

北陸支社

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部 日立人事総務グループ
2019年9月5日㈰／3名
エスカルロード
（茨城県日立市 日立駅周辺）

Primetals Technologies Japan㈱
2019年6月9日㈰／20名
広島平和公園周辺

社長室

環境クリーンキャンペーン
Primetals Technologies Japan㈱ 社長室
2019年11月7日㈭／180名
三菱重工業㈱広島製作所（観音工場）周辺

クリーンキャンペーン
三菱日立パワーシステムズ㈱
人事総務部／呉人事総務G
2019年9月7日㈯／41名
広島県呉市
「グリーンピアせとうち」

清掃
日立人事総務グループ

大阪マラソンクリーンUP作戦
及びふるさと清掃運動会2019
三菱日立パワーシステムズ㈱ 関西支社
2019年11月28日㈭／8名
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

工場周辺美化清掃
三菱日立パワーシステムズ精密鋳造㈱
QMS安全環境推進室
2019年11月12日㈫／41名
三菱日立パワーシステムズ精密鋳造㈱周辺
（栃木県宇都宮市平出工業団地1丁目付近）

ごみゼロ運動
三菱ロジスネクスト㈱ 管理本部 人事部 滋賀管理課
2019年5月20日㈪／74名
三菱ロジスネクスト㈱安土工場周辺（滋賀県近江八幡市）

春のごみゼロ運動
三菱ロジスネクスト㈱ 管理本部 人事部 安全衛生課
2019年5月21日㈫／253名
三菱ロジスネクスト㈱本社・京都工場周辺（京都府長岡京市）
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菱重特殊車両サービス㈱ 管理部千歳総務課
2019年10月23日㈬／24名
菱重特殊車両サービス㈱千歳事業所周辺

ゴミゼロクリーンウオーク

清掃

三菱日立パワーシステムズ㈱ 人事総務部
2019年10月3日㈭／3名
エスカルロード
（日立駅周辺）

自主清掃活動

市民団体からの報告
学生ボランティア企画集団
NUTS活動紹介
1.新年清掃
1月12日に
「新年清掃」
と題して、高田馬場で清掃を実施した。寒さが厳しい
時期だったが、参加者さんとお話をしながら楽しく活動することができた。終
了後は、参加者さんと一緒に明治神宮にお参りに行った。新たな1年に向けて
気持ちを新たにし、気持ちよく新年を迎えることができたので、今後も年明け
に清掃を行っていきたい。

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）

3.「メトロック」および
「PIA MUSIC COMPLEX
2019」でのボランティア
野外音楽フェス「メトロック」と「PIA MUSIC COMPLEX 2019」にて、会
場でのゴミ処理を手伝うボランティアに参加した。休憩時間には無料でライ
ブを鑑賞することができ、とても楽しい活動となった。また、このような大き
なイベントでは裏で多くの人が動いているということを身をもって体感し、
貴重な経験だった。来年以降もぜひ参加したいと考えている。

4.夏イベント@江の島清掃
一年を通して高田馬場にて清掃を行った。天候などの影響で毎月実施する
ことはできなかったが、有意義な活動になったと思う。高田馬場を拠点に活動
している団体として、地域に根ざした清掃を行うことは意味があることだと
考えている。7月28日の活動には、グリーンバードさんに参加していただき、
団体間の交流も生まれた。グリーンバードさんも地域の清掃活動を行ってい
る団体で、メンバーの方々がとても熱心に清掃している様子が印象的だった。
また、NUTSメンバーもグリーンバードさんが主催する活動に何度か参加し
た。今後も他団体との交流の機会を積極的につくっていきたい。

2.高田馬場清掃
一年を通して高田馬場にて清掃を行った。天候などの影響で毎月実施する
ことはできなかったが、有意義な活動になったと思う。高田馬場を拠点に活動
している団体として、地域に根ざした清掃を行うことは意味があることだと
考えている。7月28日の活動には、グリーンバードさんに参加していただき、
団体間の交流も生まれた。グリーンバードさんも地域の清掃活動を行ってい
る団体で、メンバーの方々がとても熱心に清掃している様子が印象的だった。
また、
NUTSメンバーもグリーンバードさんが主催する活動に何度か参加し
た。今後も他団体との交流の機会を積極的につくっていきたい。

5.富士山清掃（OBOG）
学生ボランティア企画集団NUTS OBOGが集まり、8月24日、
10月27日の
2日間、延べ18名で富士山クラブが主催する富士山清掃に参加しました。清掃
活動を通じて環境問題に改めて向き合うとともに、参加者とのコミュニケー
ションを楽しみました。また、お互いの近況を報告する機会となりました。さ
らに、富士山に足を運ぶことで、富士山は学生ボランティア企画集団NUTSの
ホームの1つであることを再認識できました。
こ れ か ら も ふ る さ と 清 掃 運 動 会 や 富 士 山 ク ラ ブ と 関 わ っ て い く こ と、
OBOGの相互交流の機会を持ち続けることを大事にしていきます。
（学生ボランティア企画集団NUTS OBOG会長 野口邦彦）
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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

土浦市少年野球連盟
第14回クリーン活動
5月6日㈪・6:30〜7:30
土浦市内14チーム 選手220名、大人183名

合計403人

土浦市新治運動広場野球場を含む周辺地域
ゴミ収集量:45リットル袋120個

京葉少年野球連盟
幕張の浜清掃活動

第41回くりくり野球選手権大会予選会開会式前に行われた、第14回クリーン
活動は、
「まもろう地球環境、みんなの工夫で」の合言葉のもとに、実施いたし
ました。

4月6日㈯／530人
千葉市美浜区覚張の浜
京葉少年野球連盟第43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。試合のない22チームの選手や
保護者ら530人参加し、約1時間にわたって浜辺に落ちていたビニール袋や紙
くずを拾い集めた。
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市民団体からの報告
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
後援:毎日販売促進宣伝部
10月6日㈰・7:30〜／350人
札幌市豊平川河川敷
（札幌市中央区南25条西7丁目付近）
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・
グローブライド社・警視庁田無警察署
第11回黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦
後援・協賛:東久留米市、都立久留米西高、都立東久留米総合高校
10月20日㈰／500人
東京都東久留米市黒目川上流域
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環境ボランティアサークル
亀の子隊

6月1日㈯／通算270回目
参加者数 29人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 28人
ゴミの総重量 180kg／キャップの数 244個

西の浜はゴミ箱じゃない! ~西の浜クリーンアップ活動
後援:中部実業団陸上連盟
渥美半島西の浜海岸
（所在地:愛知県田原市）
4月21日㈰／通算268回目
参加者数 50人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 30人
ゴミの総重量 140kg／キャップの数 520個

6月9日㈰／通算271回目 ~トヨタ紡織参加特別活動~
参加者数 205人（内:トヨタ紡織191 *社員92+家族99）
亀の子隊員・親亀・賛助隊員 10人
ゴミの総重量 700kg／キャップの数 437個

5月19日㈰／通算269回目
参加者数 38人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 28人
ゴミの総重量 110kg／キャップの数 429個
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市民団体からの報告
6月16日㈰／通算272回目
参加者数 34人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 18人
ゴミの総重量 140kg／キャップの数 強風のため収集できず

8月18日㈰／通算274回目
参加者数 46人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 20人
ゴミの総重量 300kg／キャップの数 641個

9月7日㈰／通算275回目 ~トヨタ自動車田原工場特別活動〜
参加者数 339人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 17人
ゴミの総重量 450kg／キャップの数 1382個

7月6日㈯／トヨタ自動車田原工場参加予定 雨天中止

7月15日㈪ 海の日／通算273回目
参加者数 46人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 20人
ゴミの総重量 300kg／キャップの数 641個

10月13日㈰／通算276回目
豊橋河川事務所が事務局を行っている「川と海のクリーン大作戦」
、
また、ふるさと清掃運動会に連動
参加者数 19人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 6人
ゴミの総重量 250kg／キャップの数 強風のため収集せず
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10月20日㈰／通算277回目
中部実業団駅伝に出場するチーム5チーム48人が参加
参加者数 79人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 25人
ゴミの総重量 290kg／キャップの数 357個

11月24日㈰／通算279回目
エコツアー「渥美を学び、渥美を食べよう!」第2弾
参加者数 9人／ゴミの総重量 60kg

11月17日㈰／通算278回目
参加者数 35人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 22人
ゴミの総重量 170kg／キャップの数 285個

12月15日㈰／通算280回目
参加者数 19人／亀の子隊員・親亀・賛助隊員 7人
ゴミの総重量 120kg／キャップの数 147個
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市民団体からの報告
NPO法人
荒川クリーンエイド・フォーラム

荒川でのクリーンエイド活動をモデル事例
とし、それを世の中全体のごみ問題解決に
結び付けていくことを目指しています。

当会は25年以上培ってきた河川清掃活動等のknow-howと多様なセクターとのパートナー
シップを最大限に活かし、この社会課題の解決に向け、まい進しています。

■荒川クリーンエイド・フォーラムの成り立ち
1994年に当時の建設省荒川下流工事事務所が呼びかけ
て行った一斉ごみ拾い、
「荒川クリーンエイド」に端を発し
ます。この行事に参加した市民団体が中心となり、
1997年
に任意団体荒川クリーンエイ・ド・フォーラムを結成し活動
を継続しています。
1999年のNPO法人認証後は、活動基盤を整え「荒川ク
リーンエイド」の運営を中心に、環境教育や生物多様性の保
全をはじめとする様々な領域へ活動を発展させています。
自然環境の回復を願い、荒川に集う人々との交流を広げ、
市民、自治体、企業、学校などの多様なセクター間のパート
ナーシップを実現しています。
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清掃運動会実行委員会企画
第7回日韓海岸清掃フェスタ
in tushima
2019年6月8日㈯／９日㈰に対馬において、日韓海岸清
掃活動が行われました。2012年から始まったこの活動も今
年で7回目になります。
韓国と対馬の中学生、高校生、一般市民、合わせて約250
名が参加し、２日間にわたり、さまざまな行事に参加しまし
た。
1日目は、
「半井桃水館」にてワークショップが行われ、ト
ランクミュージアムを見ながら、漂着ゴミの種類の説明や
漂着ゴミが及ぼす環境破壊などについて、専門家から説明
を受けました。そして、パーカッション発表や折り紙など
を体験。
（写真）夕方には、
「湯多里ランド対馬」で、バーベー
キューを行い、
お互いの交流を深めました。
（写真）
2日目は、天候にも恵まれ、約250名（一般ボランティア、
韓国のボランティア集団素朴会、高校生、中学生、海上保安
庁など）が、赤島地区の海岸ゴミ清掃活動に参加しました。
漂着ゴミは韓国や中国からだけではなく、漁業関連のゴミ
や家具、家電なども多数あり（写真）
、
「韓国や中国からの漂
着ゴミが注目されがちだが、地元の心ない人の不法投棄も
あり、足元から襟を正さなければならない・・・」
と、
地元男性
のつぶやいた言葉が印象的でした。
数年前から、取り除くことができなかった大量の漁網は、
韓国の素朴会メンバーと海上保安庁スタッフ、地元民、島外
参加者の力持ちが「ハナ、ドゥル,セッ」と一斉に掛け声をか
け、見事に取り除いてくれました。
日韓関係が悪化する中、民間の友情は、変わりなく続いて
いることを実感でき、
感激した1日でした。
（東京対馬会 白石テル）
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清掃運動会実行委員会企画
第13回「ふるさと清掃運動会」
ふるさと清掃運動は、毎年10月を集中月間に全国の市民、
学生、企業で働く人たちに呼びかけ清掃運動会を開催し今
年で13年目を迎え、これまで賛同し、行動した全国の方々は
26万人を超えました。実行委員長は福岡ソフトバンクホー
クス会長の王 貞治氏、今年は10月26日㈯に足立区・東武伊
勢崎線下流右岸の清掃活動を予定してしてましたが、台風
21号の影響で河川敷が冠水、立ち入り禁止区域となったた
め中止しました。その代替えとして12月15日㈰13時〜15
時、荒川河川敷右岸・首都高速7号線周辺右岸（江戸川区）で
清掃活動を実施しました。

12月15日㈰ 当日
◦開会式：13時〜
NUTS OBの山本浩也さんの司
会で進行、実行委員長代行の奥島
孝康・白鷗大学長の「
『運動会』の名
の通り楽しく、気持ち良い2時間
にしよう」のあいさつで始まりま
した。共催の荒川クリーエイド・
フォーラムの五十嵐実さんよりゴ
ミ拾いの作業の流れや分別方法な
ど説明していただきました。
◦ラジオ体操：13時10分〜
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。
◦清掃活動スタート:13時20分〜
参加者100人が首都高速7号線右岸約100メートルを左
右に分かれて清掃しました。
◦清掃完了：14時30分
◦閉会式：14時50分〜
可燃ゴミ131袋、不燃ゴミ6袋、ペットボトル34袋、瓶32
袋、缶20袋、
自転車を含む粗大ゴミ129個を拾いました。
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ふるさと清掃運動会開催実績
行政区
最寄駅

共

催

参加人数
王会長

回

年

実施日

イベント名

河川名

少年野球

野球指導

事務所

1

2007

10月20日〜
28日

ふるさと
清掃運動会

全国各地

浜松町
富士山クラブ内

2

2008

10月1日〜
31日

ふるさと
清掃運動会

全国各地

同上

3

2009

10月10日㈯

東京湾岸
大清掃作戦

若洲海浜公園

江東区

4

2010

11月6日㈯
10月30日
予定

ふるさと
清掃 in 荒川

荒川中土手
東京湾から2km

江戸川区

5

2011

10月30日㈰

ふるさと
清掃 in 荒川

東京湾から3km

6

2012

10月14日㈰

ふるさと
清掃 in 荒川

7

2013

10月5日㈯

8

2014

9

800

同上

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

400

千代田区
パレスサイドビル

江戸川区
JR平井駅

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

800
清掃・懇親

同上

東京湾から3km

江戸川区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

1000

くりくり
少年野球連盟

ITスポーツ

同上

荒川でちょっと
いいことゴミ拾い

西新井橋下

足立区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

700
清掃

くりくり
少年野球連盟

ITスポーツ

同上

10月4日㈯

荒川でちょっと
いいことゴミ拾い

東京湾から10km

葛飾区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

1000

くりくり
少年野球連盟

ITスポーツ

同上

2015

10月3日㈯

ふるさと
清掃 in 多摩川

多摩川

狛江市

狛江市

1000
清掃

くりくり
少年野球連盟

ITスポーツ

STEP21
WAVOC

10

2016

10月1日㈯

ふるさと
清掃 in 荒川

江北橋〜
扇大橋右岸、
東京湾から17km

足立区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

800

降雨中止

降雨中止

STEP21
WAVOC

11

2017

10月7日㈯

ふるさと
清掃 in 荒川

笹目橋〜
戸田橋右岸

板橋区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

700

降雨中止

降雨中止

STEP21
WAVOC

12

2018

11月3日㈯

ふるさと
清掃 in 荒川

四ツ木橋〜
木根川橋右岸

墨田区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

くりくり
少年野球連盟

ITスポーツ

STEP21
WAVOC

10月26日㈯

ふるさと
清掃 in 荒川

東武伊勢崎線
下流右岸

足立区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

台風によ
る中止
順延

中止

中止

毎日新聞社

12月15日㈯

ふるさと
清掃 in 荒川

首都高速7号線
周辺右岸

江戸川区

荒川
クリーンエイド･
フォーラム

100

なし

なし

毎日新聞社

13

2019

今後のふるさと清掃運動会の活動について

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

１月14日に第10回実行委員会を開催。今後の活動について討議しました。

第2回

2008年

110カ所

3万3000人

参加者からは、規模を縮小しても継続すべきではないか。NUTS（学生

第3回

2009年

110カ所

2万8000人

ボランティア集団）の代表からも協力するので継続してほしい。この

第4回

2010年

360カ所

4万0022人

繫がりを大事にしたい。との意見がでて継続する方向で意見集約しました。

第5回

2011年

272カ所

3万0066人

川﨑事務局長の後任には、NUTS OBの野口さんが引き受けてやってい

第6回

2012年

280カ所

2万3074人

ただけることになりましたので今後もふるさと

第7回

2013年

313カ所

1万9207人

清掃運動会は継続してやっていきます。

第8回

2014年

531カ所

1万7677人

今後の活動や実行委員の体制など２月以降、野

第9回

2015年

427カ所

1万6170人

口新事務局長と話し合いながら進めさせていた

第10回

2016年

411カ所

1万8946人

だきます。

第11回

2017年

283カ所

1万2653人

１年間という短い期間でしたが、皆さまには大

第12回

2018年

221カ所

1万0023人

変お世話になりありがとうございました。

第13回

2019年

113カ所

5815人

3657カ所

27万0653人

事務局

川

﨑

正

則

合

計
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