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「ふるさと清掃運動会」実行委員会事務局

ふるさと清掃運動会とは

第 9 回「ふるさと清掃運動会」～環境アクション 2015 ～

参加の呼びかけ

著名人からなる「富士山大好き！百人の会」が “富士山から

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

日本を変える” を合言葉に、ふるさとの山、川、海、湖沼、街

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

など身近なところから環境アクションを起こそう！と 2007

ホームページを通じて全国のみなさんに知らせます。活動後は

ふるさと清掃運動会は今年 9 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

年、全国の市民、学生、企業で働く人たちに呼びかけました。

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

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

まとめて参加団体にお送りします。

業の方々は 20 万人を超えました。

もの。

2007 年の第 1 回から第 8 回の昨年までにのべ 20 万人以上

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

が 47 都道府県で環境アクションを起こしました。今年で 22
万人を超える運動を展開しました。

動会のキャラクターです。

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

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。
復興の槌音を高らかに響かせ、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！

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

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

大勢の仲間がいることに自信を持ちましょう。

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

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

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。

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、

災の年から岩手県大槌川や宮城県北上川、福島県の復旧・復興

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。

そうして

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

支援活動に取り組んできましたが、今年も福島県いわき市で展

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

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ました。

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。

ふるさと清掃運動会実行委員会

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。

呼びかけ人代表
ふるさと清掃運動会を支える団体・人びと
主催・・・・・・・・・ふるさと清掃運動会実行委員会

瓜生振一郎（三菱重工業広報部CSRグループ長）
渡辺

後援・・・・・・・・・国土交通省

環境省
特別協賛・・・・・・東芝ソリューション株式会社
協賛・・・・・・・・・三菱重工業株式会社

毎日新聞社

恵子（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）

真田

和義（毎日新聞常務執行役員）

吉沢

裕之（毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局長代理）

川﨑

正則（くりくり少年野球連盟事務局長）

富士急行株式会社
株式会社フジテレビジョン

安部

智子（IT

ドコモシステムズ株式会社

山見

容三（ユー・エス・イー人事企画室担当リーダー）

青木

直子（NPO法人富士山クラブ事務局長）

久保

宜映（学生ボランティア企画集団NUTS11期 早大生）

日暮

大輔（学生ボランティア企画集団NUTS11期 早大生）

松井

美保（学生ボランティア企画集団NUTS11期 大妻女子大生）

吉野

琢哉（環境省審議官）、竹内

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

社団法人全国工業高等学校長協会

中駄

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

事務局

学生ボランティア企画集団 NUTS

事務局長・・・・・・・・三上

寄付・・・・・・・・・いなば食品株式会社

啓士（ホンダ）、野口
由典（留学生）、金子

邦彦（JR東海）
真莉（三井住友銀行）

浩也（早稲田大生）、脇坂真理恵（早稲田大生）

秀幸（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

事務局次長・・・・・・本間知佐子（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター事務長）
鈴木

護（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

東久留米市少年野球連盟

内田

昭子（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

東京湧水ライオンズクラブ

長島

美紀（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター）

吉原

大希（学生ボランティア企画集団NUTS 12期代表･早大生）

山本

浩也（JR西日本、NUTS OB）

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（富士山クラブ理事長、高野連前会長、
ボーイスカウト日本連盟理事長）
健（アルピニスト、富士山クラブ理事）

野口

長谷川

譲（NPO法人富士山クラブ職員）

メンバー・・・・・・・学生ボランティア企画集団NUTS12期
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）

顧問・・・・・・・・・・・亀山

久雄（富士山クラブ理事）

新井

里奈（パナホーム北関東）

実行委員・・・・・・・二上

知生（東芝ソリューション人事総務部総務担当参事）

中里

南海（JR東日本北関東）

加賀谷
高橋

聡（東芝ソリューション人事総務部総務担当参事）
知伸（東芝ソリューション労働組合執行委員）

王 貞治

富士山クラブ理事長、高野連前会長

奥島 孝康

アルピニスト

野口 健

SPORTS連盟事務局長）

学生ボランティア企画集団NUTS12期

NPO 法人自然体験活動推進協議会

福岡ソフトバンクホークス会長

和（富士急トラベル首都圏エリアマネージャー、
富士山大好き！百人の会幹事）

吉野あずさ（葛飾区役所）、松浦

毎日新聞富士山再生キャンペーン
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宮崎

野口

IT SPORTS 連盟

〃

辰徳（三菱重工業広報部CSRグループ課長代理）

下引地剛紀（三菱重工業広報部CSRグループ）

「富士山大好き！ 百人の会」会員名簿
秋山 ちえ子（評論家）
浅野 秀則（フォーシーズ社長）
朝比奈 豊（毎日新聞社長）
阿知波 悟美（俳優）
天野 紀子（ヴァイオリニスト）
雨谷 麻世（ソプラノ歌手）
飯塚 十朗（元全日本アーチェリー連盟副会長）
石田 純一（俳優）
江頭 啓輔（三菱ふそうトラック・バス相談役）

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（衆議院議員・元環境大臣）
五味 康昌（三菱 UFJ 証券特別顧問）
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（モンベル社長）
谷 公夫（ドコモシステムズシニアアドバイザー）
王 貞治（福岡ソフトバンクホークス会長）
田原 総一郎（ジャーナリスト）
岡 佐和香（舞踏家）
中津川 丹（元ドコモシステムズ社長）
岡崎 朋美（元スピードスケート選手・五輪メダリスト） 中畑 清（横浜 DeNA ベイスターズ監督）
岡田 武史（元全日本代表サッカー監督）
仁坂 吉伸（和歌山県知事）
奥島 孝康（高校野球連盟前会長、
西川 治（富士学会名誉会長）
日本ボーイスカウト連盟長）
野口 健（アルピニスト）
小椋 ケンイチ（タレント）
野末 陳平（元参議院議員）
小田 晋吾（元日本ヒューレットパッカード社長）
日枝 久（フジテレビ会長）
風間 深志（冒険家）
日高 良実（イタリアンシェフ）
加藤 登紀子（歌手）
雛形 あきこ（俳優）
神田 紫（女流講談師）
日野原重明（聖路加国際病院名誉院長）
岸井 成格（ジャーナリスト）
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）
三浦 雄一郎（プロスキーヤー）
水野 隆徳（奈良学園元理事）
宮内 義彦（オリックス元会長・シニアチェアマン）
MEGUMI（タレント）
山田 まりや（タレント）
弓原 七海（歌手・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）
後藤 高志（西武ホールディングス社長）
金丸 康信（テレビ山梨社長）
若村 麻由美（俳優）
幹事
藤田
野口
真田
亀山

あや子（富士山クラブ顧問）
和（富士急トラベル首都圏リーダー）
和義（毎日新聞常務執行役員）
久雄（ふるさと清掃運動会顧問）

原田菜々子（はらだ）
高貫

菜穂（大妻女子大）
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多摩川 で

１日

いこと
ちょっとい

ゴミ拾いの

少年野球
教室

午後の清掃活動に先だって午前10時30
分から少年野球教室と釣り教室を行いま
した。
少年野球教室には165人の選手が参加、元巨
人軍の藤城投手と元横浜大洋の大塚選手やITスポーツ
リーグ所属の野球部員約20人、早稲田実業野球部OBが
指導にあたりました。
全員横一列に並んで声をかけながらのキャッチボール
は壮観でした。続いて投手部門と野手部門に分かれて指
導していただきました。少年たちは元プロ野球選手の投
球やスウィングを目の当たりにし、尊敬のまなざしで見つ
めていました。

開催日 10 月 3 日（土）

開会式

13:00 ～
王 実 行 委員 長、奥 島 実 行 委員
長代行、東芝ソリュージョンの
錦 織 社 長、狛 江 市 高 橋 市長 が
挨拶。清掃運動会の意義と作業
の注意事項などを述べました。

実行委員長代行の奥島孝康さん

東芝ソリューション社長の
錦織弘信さん

王貞治実行委員長

釣り
教室

狛江市長の高橋都彦さん

ラジオ体操
13:20 ～

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。

学生ボランティア企画集団NUTS
の吉原大希さん

東京都釣りインストラクター連絡機構による釣り教室
は、子供から大人まで参加できる河川清掃前に一汗流
せるふるさと清掃運動会「ちょっといいことゴミ拾い」
の恒例行事となってきました。
今回は（公財）日本釣振興会東京支部からお借りした釣り用具一式
を利用しての①模擬的なルアー・フィッシング、②２Ｌ入りペットボト
ル３本（計６ｋｇ）をイシダイやマグロに見立てての、磯竿での取り込
み を 実 体 験し、何れ
も参加者には好評を
得ることができまし
た。
①で は、発 泡 ス チ
ロ ール 製 の 魚をマ
ジックテープを利用
してルアーに見立て
たゴムの錘をキャス
トして釣るのです

が、初めて釣竿を手にする方に対し
ても、竿の持ち方、リールの使 用方
法、基本的なキャスティングの方法
を学ぶと共に、釣れた魚の説明や良
く似た魚との違いなども説明するこ
とにより、少しでも水辺や自然に対
して親しみを持ってもらうよう企画しました。
初めは恐る恐る竿を手にした子供たちも、時間が経つに従ってキャ
スティングのコツを飲み込み、釣れた魚に興味を持ってくれるように
なったと思えば、覚えたばかりのキャスティング方法を進んで妹さん
に教えてあげたり②では、磯の大物との格闘を、はたまた、釣り好きの
お父さんに対し的当ての挑戦をした子が出現したりと、教える側に
とっても大変楽しい釣り教室となりました。実際に使用されている磯
釣りの用具を手にし、ハーネスを使用するなど安全な用具の操作、腕
だけではなく腰を落としての体全体の力の入れ具合など、日頃滅多に
できない体験をしました。
東京都釣りインストラクター連絡機構 鈴木 伸一

清掃スタート
13:30 ～

参加者1,000人が6ブロックに
分かれて活動開始。

集合写真

WAVOCメンバー

結果発表
ブロック
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赤

回収したゴミ
青

合計 423 袋（45ℓ入りゴミ袋）

黄

東芝ソリュージョン A 東芝ソリュージョン B 東芝ソリュージョン C

緑

桃

黒

企業・市民団体・
地元住民など

企業・市民団体・地元住民・
ITスポーツ連盟・少年野球連盟など

計

可燃ゴミ

74 袋

80 袋

63 袋

19 袋

41 袋

277 袋

不燃ゴミ

30 袋

15 袋

6袋

4袋

2袋

57 袋

ペットボトル

45 袋

16 袋

13 袋

4袋

11 袋

89 袋

計

149 袋

111 袋

82 袋

27 袋

54 袋

合計

423 袋
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8 月 22 日（土）～ 24 日（月） 長崎県対馬

11 月 21 日（土） 福島県いわき市

第３回 日韓海岸清掃フェスタ in 対馬

オーガニックコットン栽培支援

ふるさと清掃運動会は8月22日（土）～ 24日（月）の日

東日本大震災から4年半以上経過したにもかかわらず、放射線汚染物質への懸

程で、昨年に引き続き3回目の「日韓海岸清掃フェスタin

念から福島産は未だに敬遠されています。これらの状況を打破するひとつの道とし

対馬」を行いました。韓国から対馬まで49．5km。ふるさ

てNPO法人ザ･ピープルは、津波をかぶって塩害を受けた農耕地の地主の協力を得

と清掃運動会からの参加者は都内の大学に通う学生ボ

て2012年、
「オーガニックコットンプロジェクト」を立ち上げました。塩害に強く、放

ランティアが対馬の海岸清掃に参加しました。

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て製品化し、地域に活気

対馬に到着した22日は、旧対馬藩のお船江跡を見学後、

と雇用を産み出すことを目的としています。

浅茅湾を船で周遊し、シーカヤックを体験しました。夜に

ふるさと清掃運動会は、大震災の年から泥かきや汚れた写真洗浄、支援物資の

は花火大会が開かれ、対馬の夜空に華やかな光が溢れ

仕分け、畑の雑草刈り取り、収穫などの支援活動を行い、昨年に引き続き2015年も

ました。

収穫支援に取り組みました。

対馬の美しい自然を体感した翌日23日は、清掃活動

11月21日（土）、参加者30人は貸切バスでいわき市中の坪のコットン畑へ。NPO

に参加しました。前日の美しい風景とはうって変わり、海

法人ザ･ピープル甘南備事務局長の指導で収穫作業を行いました。参加者たちは柔

岸にあったのは散乱する大量の漂着ゴミでした。韓国・

らかい綿の感触を楽しみながら収穫しました。お人形の肩の部分に使われるコット

釜山からの多くの参加者と共に集めたゴミはなんと1ト

ンの萼も沢山取れました。

ン袋86袋分！
年間何百トンにも及ぶであろうこれらの漂着ゴミ問題
は、決して看過できないものです。日本や韓国から有志
が集まって、この問題を知り、解決の為に行動していくこ
のイベントは、
非常に有意義なものと思います。

好天に恵まれ絶好のコットン収穫日和となり、今年も昼食時に甘南備さん手製
の温かいスープがふるまわれ、コットン畑で自然を満喫しながらのお弁当昼食会と
なりました。
防と海岸防災林工事が行われていました。今回、特別に国道6号線大熊町長者原か
ら福島第一原子力発電所を車窓視察することができました。6号線沿いの住宅・商

成功した冒険家の原康司さんによる講演会が行われま

店街はバリケードで封鎖されて廃墟と化し、田畑は草木が茂り山積みされた膨大

した。身体を張って漂着ゴミ問題の重大性を訴えられて

な放射線汚染物質がシートで覆われた状態で埋め尽くされていました。参加者はバ

いる方のお言葉には強い力が込められていました。

スの車窓からこの現状を無言で見つめていました。

問題に取り組んでいくことが必要だと感じました。

収穫

午後、被災現場の平薄磯地区周辺をバスで見学。沿岸では高さ7.2メートルの堤

その後、カヤックで対馬から釜山まで航行することに

美しい対馬を守るため、国籍の壁を越え、今後もこの

コットン

時が過ぎると、人びとの記憶が薄れ風化しますが、現地の実態を直視すると東日
本大震災復興支援は、この先何年も継続していかなければならないと痛感した活

甘南備事務局長

動でした。

建物撤去作業

集合写真
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手製スープを囲んで昼食
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企業からの報告

東芝ソリューショングループの
活動

左側は東芝の広告ページ

in 多摩川

ふるさと清掃運動会実行委員会
10月3日（土）／ 390人
東京都狛江市 狛江多摩水道橋下流（河口か
ら22キロ）
東芝インダストリアルICTソリューション社・
東芝ソリューショングループからは、12社の
社員・家族が参加し、多摩川河川敷の清掃活
動を実施しました。

in 石狩

東芝ソリューション株式会社 北海道支社
9月6日（日）／ 11人
北海道石狩市 石狩新港浜
社員8人、家族3人が参加し、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。

in 札幌

東芝情報システム株式会社 北海道支店
10月22日（木）／ 3人
北海道札幌市西区 北海道支店周辺
北海道支店周辺の清掃を行いました。清掃エ
リアは支店近郊の歩道、および発寒川河川敷
で、落ち葉、胡桃の皮、タバコの吸殻等のゴミ
約1kgを回収しました。

東芝ソリューション株式会社 プラットフォー
ムセンター
10月14日（水）／ 13人
東京都府中市武蔵台 プラットフォームセン
ター周辺
ふるさと清掃運動会 in プラットフォームセン
ターと題し、事業所周辺の清掃を実施しまし
た。回収したごみは3kgでした。

in 横浜

東芝ピーエム株式会社
10月21日（水）／ 18人
神奈川県横浜市 新横浜駅前公園
「新横浜駅前公園」の清掃活動を実施しまし
た。燃えるゴミ（紙、ビニール袋等）3袋、燃え
ないゴミ（缶、ビン、ペットボトル等）1袋、その
他（金属等）1袋を収集し、横浜市資源環境局
に回収していただきました。

in 名古屋

東芝ソリューション株式会社 中部支社
10月27日（火）／ 5人
愛知県名古屋市西区 東芝名古屋ビル周辺
東芝名古屋ビル最寄りのバス停、付近の用水
路、環状線沿いの歩道、植込などに捨てられ
ているタバコの吸殻や空缶などを回収しまし
た。

in 大阪

関西東芝グループ
10月21日（水）／ 34人
大阪府大阪市北区 関西支社周辺
6月の清掃活動は阪急ビル入居会社中心、10
月は梅田スカイビル入 居会社中心での活動
を展開しました。

in 仙台

東芝ソリューション株式会社 東北支社
9月16日（水）／ 25人
宮城県仙台市青葉区 東北支社周辺
事業所周辺の清掃活動を同じビル入居の東
芝ソリューション㈱、東芝情報システム㈱、東
芝ソリューション販売㈱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・植込み。ビルの業者が清掃した
後のタイミングでしたが、隣接ビル・歩道ま
での範囲で実施し、タバコの吸殻、空缶、受話
器等のゴミ約5kgを回収しました。

in 仙台

東芝情報システム株式会社 東北支店
9月16日（水）／ 5人
宮城県仙台市青葉区 東北支店周辺
事業所周辺の路面や植込みのごみ拾いを行
いました。
たばこの吸殻、空き缶、紙屑等のごみ約5kg
を回収しました。

in 府中

東芝ソリューション株式会社 ソリューション
センター
10月13日（火）／ 36人
東京都府中市片町 ソリューションセンター周
辺
昼休みの時間を利用し社員のボランティアを
募り、ソリューションセンター周辺の清掃をし
ました。東芝ソリューション㈱、東芝情報シス
テム㈱、日本システム㈱の社員が参加しまし
た。
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in 府中

in 広島

東芝ソリューション株式会社 中国支社
10月29日（木）／ 23人
広島県広島市 中国支社周辺
中国支社周辺の清掃を実施しました。歩道や
植込みに捨てられているゴミ（タバコの吸殻、
空き缶等）を回収しました。

in 福岡

東芝情報システム株式会社 九州支店
10月23日（金）／ 3人
福岡県 東芝福岡ビルの近隣の公園（浜の町
公園）
全テナント参加での清掃活動を実施しまし
た。公園内のグラウンドや路面、植 込みのご
み拾い、落ち葉を回収しました。

in 大分

九州東芝エンジニアリング株式会社
11月7日（土）／ 66人
大分県大分市田ノ浦
田ノ浦ビーチにて、社員、家族が清掃活動を
実施しました。缶、瓶、ペットボトル、ビニール
など45リットルのゴミ袋7個を回収しました。
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企業からの報告
H27年度第7回「地域環境保全活動」

三菱重工グループの活動

左側は広告ページ

環境クリーンキャンペーンボランティア
清掃活動（工場周辺清掃）
ＭＨＩアカウンティングサービス㈱ 業務部 広島経理
サービスＧ
10月23日（金）／ 2人
広島市西区観音新町4丁目（三菱重工広島製作所観音工場周辺）

三菱重工品川ビル周辺清掃活動
ＭＨＩアカウンティングサービス㈱ 品川本社
10月21日（水）／ 20人
東京都港区港南2-16-5 三菱重工品川ビル周辺

環境クリーンキャンペーン
ＭＨＩプラント㈱
10月23日（金）／ 20人
広島市西区観音新町4-6-22

芝地区クリーンキャンペーン
～路上喫煙ゼロのまち！～
ＭＨＩ保険サービス㈱ 本社・法人営業部・東京支店
10月15日（木）／ 8人
港区田町駅・三田駅周辺

駒沢公園清掃と自然観察会2015

横浜市金沢区海の公園ボランティア清掃

第25回クリーン楽々ボランティア

湊公園清掃

寮周辺クリーン活動

クリーン楽々ボランティア

ＭＨＩアカウンティングサービス㈱ 品川本社
10月31日（土）／ 9人
東京都世田谷区駒沢公園1－1 駒沢オリンピック公園

ＭＨＩアカウンティングサービス㈱ 経営サポート部 神
戸経理サービスＧ
10月16日（金）／ 4人
兵庫県神戸市兵庫区和田宮通2丁目周辺

ＭＨＩさがみハイテック㈱
10月3日（土）／ 31人
神奈川県相模原市中央区小町通1-7-18 独身寮周辺

「クリーン楽々ボランティア」活動
ＭＨＩジェネラルサービシーズ㈱
10月16日（金）／ 92人
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町周辺

ＭＨＩ保険サービス㈱ 横浜支店
10月24日（土）／ 2人
横浜市金沢区海の公園

ＭＨＩ保険サービス㈱ 長崎支店
10月29日（木）／ 15人
長崎市新地町1500-1他 湊公園

ＭＨＩ保険サービス㈱ 関西支店
6月17日（水）／ 3人
神戸市兵庫区笠松通

クリーン楽々ボランティア
ＭＨＩ保険サービス㈱ 関西支店
10月16日（金）／ 4人
神戸市兵庫区笠松通

ごみゼロ・クリーンウォーク

三菱重工品川ビル周辺清掃活動

工場周辺ボランティア清掃

ふるさと清掃活動

工場周辺ボランティア清掃

芝地区クリーンキャンペーン
～路上喫煙ゼロの街～

ＭＨＩソリューションテクノジーズ㈱
6月7日（日）／ 18人
広島県広島市中区中島町平和公園→市内（大田川沿い）→旧広島市民球場跡地

ＭＨＩソリューションテクノジーズ㈱（業務支援チーム他）
10月9日（金）／ 1人
横浜市金沢区幸浦1-8-1

ＭＨＩソリューションテクノジーズ㈱（広島地区）
10月23日（金）／ 33人
広島市西区観音新町1丁目-20-24 リョーコーセンタービル周辺 広島市西区観音新町
4丁目-6-22 広製事業所周辺

第25回クリーン楽々ボランティア

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㈱
10月16日（金）／ 25人
神戸市兵庫区和田崎町周辺
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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㈱
10月27日（火）／ 16人
神戸市兵庫区和田崎町周辺

エム・エイチ・アイ ファイナンス㈱
10月21日（水）／ 7人
港区港南2-16-5

エムエイチアイオーシャニクス㈱
10月15日（木）、10月16日（金）、10月28日（水）、10月29日（木）／ 91人
国道206号との交差点（長崎市宝町）から稲佐橋バス
停付近（長崎市光町）

エムエイチアイマリンエンジニアリンクﾞ㈱
10月15日（木）／ 400人
港区芝地区

大阪マラソンクリーンUP作戦

近畿菱重興産㈱ 大阪営業所
10月19日（月）／ 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
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企業からの報告
「クリーン楽々ボランティア」活動

H27年ふるさと清掃運動会

H27年ふるさと清掃運動会

中菱エンジニアリング㈱ 大江事業部
10月30日（金）／ 166人
名古屋市港区大江町周辺 春日井市美濃町周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 部品・サービ
スグループ九州工場
10月23日（金）／ 14人
福岡県大野城市瓦田4丁目13-21

櫛川寮・社宅側溝清掃

海岸通り清掃

H27年ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

井ノ口川河川敷清掃

会社周辺バス停4カ所の清掃

H27年ふるさと清掃運動会

清掃活動 営業所周辺歩道の清掃

「小菅バス停」周辺の美化清掃

名鉄東名古屋港駅周辺道路清掃運動

H27年ふるさと清掃運動会

営業所前道路と付近のゴミ拾い2015

YBAビル周辺の清掃活動

名鉄東名古屋港駅周辺道路清掃運動

H27年ふるさと清掃運動会

清掃活動

海の公園ボランティア清掃
重環オペレーション㈱
10月24日
（土）／ 4人
神奈川県横浜市海の公園

DS社・清掃活動

長崎ダイヤモンドスタッフ㈱
10月7日
（水）
、
14日
（水）
、
21日
（水）
、
28日
（水）
）
／ 24人
長崎県長崎市淵町2-25（本社前のバス停周辺）

H27年ふるさと清掃運動会

大阪マラソンクリーンUP作戦

YBAビル周辺の清掃活動

道路アダプト（地域清掃活動）事業

H27年ふるさと清掃運動会

港内一斉清掃

ふるさと清掃運動会

平成27年度CSR地域清掃活動

H27年ふるさと清掃運動会

周辺道路の清掃

ふるさと清掃運動会
in 枇杷島 事業所周辺美化清掃活動

H27年度CSRクリーン活動

清掃活動

周辺道路の清掃

Ｈ27年度リフレッシュ瀬戸内

H27年ふるさと清掃運動会

周辺道路の清掃

H27年ふるさと清掃活動

H27年ふるさと清掃運動会

周辺道路の清掃

原子力サービスエンジニアリング㈱
10月16日（金）／ 50人
神戸市兵庫区和田崎町周辺

㈱原子力発電訓練センター
6月9日（火）／ 20人
福井県敦賀市櫛川（NTC寮・社宅）

㈱原子力発電訓練センター
6月7日（日）／ 7人
福井県敦賀市櫛川（井ノ口川周辺）

光和興業㈱
10月23日（金）／ 10人
長崎市小菅町1番地

重環オペレーション㈱
6月2日（火）／ 23人
神奈川県横浜市西区みなとみらい周辺

重環オペレーション㈱
10月28日（水）／ 24人
神奈川県横浜市西区みなとみらい周辺

㈱ダイヤ・ピーアール
10月28日（水）／ 8人
品川区北品川3-7-5 品川神社境内

中菱エンジニアリング㈱ 枇杷島事業部
10月7日（水）／ 25人
清須市西枇杷島町旭3-1周辺

ふるさと清掃運動会
in 岩塚 周辺美化清掃
中菱エンジニアリング㈱ 岩塚事業部
10月14日
（水）／ 149人
名古屋市中村区岩塚町周辺

ふるさと清掃運動会
in 小牧 構外美化運動
中菱エンジニアリング㈱ 小牧事業部
10月15日（木）／ 20人
愛知県小牧市東田中1200周辺
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ふるさと清掃運動会
in 大江 周辺美化清掃

長菱エンジニアリング㈱
10月29日（木）／ 11人
長崎県長崎市深堀町5丁目～香焼町の海岸通り

長崎菱興サービス㈱
10月7日（水）、10月21日（水）／ 16人
長 崎 市 飽の 浦 町1番1号 の 会 社 周 辺 バ ス停4カ所 立
神、八軒家、岩瀬道、飽の浦公園前

名古屋菱重興産㈱ 本社
6月4日（木）／ 59人
港区大江町6-6

名古屋菱重興産㈱ 本社
10月26日（月）／ 41人
港区大江町6-6

西日本菱重興産㈱
10月8日（木）／ 184人
長崎県長崎市飽の浦町周辺（バス停 三菱研究所から
飽の浦間の歩道部）

三菱FBRシステムズ㈱
10月21日（水）／ 32人
渋谷区神宮前2丁目住友不動産ビル・副都心線北参
道駅、ＪＲ原宿駅、東郷神社、千駄ヶ谷小学校周辺道路

三菱重工印刷紙工機械㈱
6月24日（水）／ 14人
広島県三原市糸崎南1-1-1 三菱重工業㈱三原製作所周辺

三菱重工印刷紙工機械㈱
7月15日（水）／ 4人
広島県三原市鷺浦町須波 長浜海岸

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社
10月20日（火）／ 12人
福岡県博多区榎田1丁目3-62

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 長崎営業所
10月26日（月）／ 6人
〒850-0936 長崎市浪の平町4-11

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 佐世保営業所
10月29日（木）／ 6人
長崎県佐世保市相浦町2689-2

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 有明営業所
10月26日（月）／ 4人
福岡県柳川市 事務所前公道

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 大分南出張所
10月20日（火）／ 4人
大分県佐伯市春日町3-6

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 鐘崎営業所
10月19日（月）／ 5人
福岡県宗像市鐘崎230-5

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 日豊営業所
10月26日（月）／ 6人
宮崎県延岡市出北4-3197-1

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 南九州支店 天草営業所
10月20日（火）／ 2人
熊本県天草市楠浦町大門1046-13

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社
10月15日（木）／ 16人
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目21番25号

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 南九州支店垂水営業所
10月27日（火）／ 3人
垂水市市木地先会社周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 南九州支店
10月26日（月）／ 6人
鹿児島市谷山港周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 九州支社 マリンエンジ
ングループ 南九州支店串木野営業所
10月28日（水）／ 4人
いちき串木野市串木野港前道路沿い

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 部品・サービ
スグループ 一宮工場
10月20日（火）／ 12人
愛知県一宮市神山三丁目8番19号

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 マリンエンジ
ングループ 七尾営業所
10月5日（月）／ 5人
石川県七尾市府中町員外16

三菱重工エンジンシステム㈱ 中部支社 マリンエンジ
ングループ 三重営業所
10月7日（水）／ 2人
三重県鳥羽市安楽島町内

三菱重工エンジンシステム㈱中部支社 マリンエンジ
ングループ愛知営業所
10月29日（木）／ 3人
愛知県知多郡南知多町大字師崎字向島26番地

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社（土佐堀）
10月19日（月）／ 15人
三菱重工大阪ビル（大阪市西区土佐堀一丁目3番20
号）から地下鉄肥後橋駅までの歩道

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 串本営業所
12月5日（土）／ 3人
串本港施設全域

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 山陰営業所
10月14日（水）／ 7人
鳥取県境港市清水町863

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 中国支店
10月22日（木）／ 9人
広島県広島市西区観音新町1-20-24

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 長門出張所
10月14日（水）／ 4人
長門市東深川字東中ノ坪797-6

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 阪和営業所
10月9日（金）／ 5人
和歌山市湊御殿1-5-9
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企業からの報告
周辺道路の清掃

清掃活動

MHI・MHPS合同清掃活動

リフレッシュ瀬戸内

周辺道路の清掃

工場周辺美化清掃

事務所周辺環境ボランティア

平成27年度CSRクリーン運動
（環境月間の取り組み）

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社 広島営業所
10月14日
（水）／ 5人
広島市中区江波沖町5番27号

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9日（金）／ 12人
兵庫県加古郡播磨町東新島1

三菱重工エンジンシステム㈱ メイキエンジン製造部
6月3日（水）／ 30人
名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 三菱重工業㈱岩
塚工場周辺

三菱重工業㈱ 九州支社、三菱日立パワーシステムズ㈱
九州支社
10月16日（金）／ 24人
福岡市博多区博多駅前2丁目周辺

三菱重工業㈱ グローバル事業推進本部 グループ営業
推進総括部 法人営業部東北
10月23日（金）／ 2人
仙台市青葉区一番町1丁目周辺

三菱重工業㈱ 三原地区の重工職制及びグループ会社
7月12日（日）／ 45人
広島県三原市鷺浦町 向田海水浴場

三菱重工業㈱ 三原地区の重工職制及びグループ会社
6月24日（水）／ 60人
三原市糸崎町、和田沖町の各門周辺・正門～東駐車場・
糸崎港線高架上下・二門・三門・和田東門

清掃活動

事務所周辺の清掃活動

「クリーン楽々ボランティア」活動

広島「山の日」県民の集い

ふるさと清掃活動

YBAビル周辺清掃活動

「クリーン楽々ボランティア」活動

海の公園ボランティア清掃

清掃活動

YBAビル周辺清掃活動

相模川クリーン作戦

工場美化運動

平成27年度岩手（営）ふるさと清掃運動会

海の公園ボランティア清掃

ふるさと清掃運動会

飛島工場 西側公道沿ボランティア清掃

最北端大間・マグロ一本釣の町を
きれいにする会

大阪マラソンクリーンUP作戦

総研長崎本館外周清掃活動

江浦・大和町地区清掃活動

ビーチクリーン！
！

橋本駅南口商店街清掃活動

長崎市深堀町 深堀バス停清掃

地域清掃活動

ふるさと清掃/2015

橋本駅南口商店街清掃活動

環境クリーンキャンペーン

駒沢公園清掃と自然観察会2015

三菱重工エンジンシステム㈱ 西日本支社産業エンジ
ングループ 岡山営業所
10月28日（水）／ 4人
岡山市南区藤田 国道30号線歩道

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 石巻営業所
10月15日（木）／ 4人
宮城県石巻市湊字大門崎175番地

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 北東北支店
10月14日
（水）／ 7人
青森市けやき周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 北東北支店
岩手営業所
10月14日
（水）／ 5人
岩手県釜石市新浜町2-2-3 石巻営業所周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 北東北支店
大間営業所
10月15日（木）／ 4人
青森県下北郡大間町字大間平37-12 大間営業所周辺道路

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 銚子営業所
10月21日（水）／ 4人
銚子犬吠埼灯台周辺

三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 東北支店
10月30日（金）／ 7人
宮城県仙台市青葉区二日町12-30

本牧工場周辺ボランティア清掃活動
三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 部品・サー
ビスＧ
10月7日（水）／ 17人
重工横製近辺

清掃活動

三菱重工エンジンシステム㈱ 本社（総務部・営業総
括部・東日本支社）
10月23日（金）／ 40人
品川区西五反田3-6-21近辺
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三菱重工エンジンシステム㈱ 東日本支社 茨城出張所
10月27日（火）／ 2人
東茨城郡大洗町礒浜町8253

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20日（火）／ 9人
相模原市中央区星が丘4-2-51

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
6月2日（火）／ 79人
横浜市西区みなとみらい4丁目周辺

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
10月28日（水）／ 79人
横浜市西区みなとみらい4丁目周辺

三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
9月23日（水）／ 3人
横浜市金沢区海の公園

三菱重工業㈱ 関西支社
10月19日（月）／ 15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

三菱重工業 機械・設備システムドメイン 事業戦略総
括部 企画管理部 ラグビー事務局
10月7日（水）毎月第1・第3水曜日に実施／ 16人
神奈川県相模原市橋本駅周辺

三菱重工業㈱ 機械・設備システムドメイン 事業戦略
総括部 企画管理部 ラグビー事務局
10月21日（水）毎月第1・第3水曜日に実施／ 15人
神奈川県相模原市橋本駅周辺

枇杷島工場周辺美化活動
（ボランティア活動）
三菱重工業㈱ 機械・設備システムドメイン 冷熱事業
部 名冷経理T、冷熱システムT、機設システム調達部、
三菱オートモーティブサーマルシステムズ㈱、名古屋菱
重興産㈱枇杷島営業所、富士ゼロックスサービスリン
ク㈱ 名古屋西営業所、ＭＨＩ情報システムズ㈱ 名古屋
支社 システム開発部開発5Ｇ枇杷島Ｔ
4月22日（水）、8月26日（水）／ 110人
愛知県清須市西枇杷島町（枇杷島工場周辺・新川河川
敷および名鉄二ツ杁駅周辺、JR枇杷島駅周辺）

三菱重工業㈱ 神戸造船所
10月16日（金）／ 570人
兵庫県神戸市兵庫区和田崎町周辺

三菱重工業㈱ 神戸造船所
10月13日（火）／ 13人
兵庫県明石市二見町南二見周辺

三菱重工業 相模原製作所
10月25日（日）／ 21人
相模川高田橋周辺

三菱重工業㈱ 四国支社、三菱日立パワーシステムズ
㈱ 四国支社
10月28日（水）／ 18人
高松市番町

三菱重工業㈱ 総合研究所 研究管理部 長崎サポート
グループ
10月28日（水）／ 6人
長崎県長崎市深堀町

三菱重工業㈱ 総合研究所 研究管理部 長崎サポート
グループ
10月20日（火）／ 5人
長崎県長崎市深堀町周辺（バス停 深堀町バス停周辺の歩道部）

三菱重工業㈱ 広島製作所及び、地区G会社（三菱重工
コン プ レッサ、三 菱 重 工 マシ ナリー テクノロジ ー、
Primetals_Technologies_Japan、MHIプ ラ ン ト、
リョーイン、ダイヤエコテック広島、MHI情報システム
ズ、広島菱重興産、MHIソリューションテクノロジーズ、
MHI保険サービス、SES連鋳エンジニアリング、三菱重
工食品包 装機械、MHIアカウティングサービス、MHI
パーソネル、三菱日立パワーシステムズエンジニアリン
グ、三菱日立パワーシステムズ中国支社、三菱重工メカ
トロシステムズ、富士ゼロックスサービスリンク）
10月23日（金）／ 235人
広島市西区観音新町4-6-22 三菱重工㈱広島製作所
観音工場・江波工場周辺

三菱重工業㈱ 三原地区の重工職制及びグループ会社
6月7日（日）／ 36人
広島県三原市中央森林公園周辺

三菱重工業㈱ 横浜製作所
10月24日（土）／ 300人
神奈川県横浜市金沢区 海の公園

三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所 小牧南
工場
7月29日（水）、8月3日（月）、9月10日（木）、10月8日（木）／ 130人
愛知県西春日井郡豊山町小牧南工場周辺

三菱重工業㈱ 名古屋航空宇宙システム製作所 飛島工
場
11月12日（木）／ 70人
愛知県海部郡飛島村 飛島工場周辺

三菱重工業㈱ 下関造船所
5月27日（水）／ 300人
山口県下関市江浦・大和町工場周辺

三菱重工業㈱、三菱日立パワーシステムズ㈱北海道支
社
10月21日（水）／ 10人
札幌市中央区

三菱重工業㈱、三菱重工労働組合本社支部
10月31日（土）／ 153人
東京都世田谷区駒沢公園1－1 駒沢オリンピック公園

新入社員技能訓練生清掃活動
三菱重工業㈱ 長崎人事労政グループ
5月29日（金）／ 13人
長崎市神ノ島町周辺

新入社員技能訓練生清掃活動
三菱重工業㈱ 長崎人事労政グループ
4月28日（火）／ 13人
長崎市飽の浦町本工場周辺
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企業からの報告
H27年度 名誘ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃活動2015

H27年度 名誘構外美化活動#2

重工冷熱クリーン活動「南九州」

三菱重工業㈱ 名誘地区
10月22日（木）／ 1006人
愛知県小牧市東田中周辺
（愛知県小牧市東田中1200）

三菱重工業㈱ 名誘地区
10月15日（木）／ 224人
愛知県小牧市東田中周辺
（愛知県小牧市東田中1200）

三菱重工冷熱㈱
9月26日（土）／ 7人
鹿児島県鹿児島市東開町周辺

重工冷熱クリーン活動「千葉」
三菱重工冷熱㈱
10月9日（金）／ 4人
千葉市中央区南町2-24-4

重工冷熱クリーン活動
「京都サービス営業所」
三菱重工冷熱㈱
10月9日（金）／ 7人
京都市南区上鳥羽卯ノ花68番地 周辺

重工冷熱クリーン活動「筑波」
三菱重工冷熱㈱
10月22日（木）／ 4人
土浦市中村南6丁目
自治会集積場周辺

重工冷熱クリーン活動「町屋」
三菱重工冷熱㈱
10月22日（木）／ 12人
荒川区町屋1-38-16

H27年度 名誘構外美化活動#1

重工冷熱クリーン活動「北陸」

重工冷熱クリーン活動「米子」

重工冷熱クリーン活動「淀川」

海の公園ボランティア清掃

重工冷熱クリーン活動「北九州営業所」

重工冷熱クリーン活動「神戸」

重工冷熱クリーン活動「苦竹」

工場周辺ボランティア清掃

重工冷熱クリーン活動「金沢」

重工冷熱クリーン活動「尼崎事務所」

環境ボランティア

ひろしま山の日県民の集い

重工冷熱クリーン活動「富山」

重工冷熱クリーン活動「広島観音事務所」

重工冷熱クリーン活動「熊谷」

リフレッシュ瀬戸内（佐木島長浜海岸清掃）

重工冷熱クリーン活動「榎田」

重工冷熱クリーン活動「松島」

重工冷熱クリーン活動「高松」

千葉モノレール祭り前清掃

重工冷熱クリーン活動「立川」
三菱重工冷熱㈱
10月7日（水）／ 3人
立川市錦町3-1-15 寿ビル周辺

三菱重工冷熱㈱
10月19日（月）／ 7人
神戸市兵庫区新開地周辺

重工冷熱クリーン活動「兵庫」

重工冷熱クリーン活動「熊本」

環境ボランティア

重工冷熱クリーン活動「長崎」

重工冷熱クリーン活動「土佐堀」

重工冷熱クリーン活動「大和事業所」

三菱重工業㈱ 名誘地区
5月21日（木）／ 229人
愛知県小牧市東田中周辺
（愛知県小牧市東田中1200）

三菱重工業㈱ 横浜製作所
10月24日
（土）／ 2人
横浜市金沢区海の公園

三菱重工業㈱ 横浜製作所
10月7日（水）／ 10人
横浜市中区錦町12番地

三菱重工交通機器エンジニアリング㈱
6月7日（日）／ 2人
広島県立中央森林公園（三原市本郷町上北方）

三菱重工交通機器エンジニアリング㈱
7月12日（日）／ 2人
長浜海岸（三原市鷺浦町向田浦野）

三菱重工交通機器エンジニアリング㈱
10月13日（火）、14日（水）／ 5人
千葉市稲毛区萩台町 千葉都市モノレール車両基地

三菱重工食品包装機械㈱東北サービスセンター
10月23日（金）／ 1人
仙台市青葉区一番町1丁目周辺

「クリーン楽々ボランティア」活動
三菱重工舶用機械エンジン㈱（神戸地区）
6月17日（水）、10月16日（金）／ 30人
神戸市兵庫区和田崎町周辺

三菱重工駒沢社宅自主清掃
三菱重工舶用機械エンジン㈱（品川地区）
10月24日
（土）／ 2人
東京都世田谷区駒沢
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三菱重工舶用機械エンジン㈱（長崎地区）
10月29日（木）／ 8人
長崎市岩瀬道近辺（長崎造船所本館正門及び岩瀬道
バス停付近）

三菱重工冷熱㈱
10月1日（木）／ 4人
金沢市古府2-76 北陸事務所周辺

三菱重工冷熱㈱
10月2日（金）／ 4人
北九州市小倉北区緑ヶ丘1-13-13

三菱重工冷熱㈱
10月5日（月）／ 3人
金沢市森戸2 三和小学校周辺

三菱重工冷熱㈱
10月5日（月）／ 4人
富山市呉羽町3078-61

三菱重工冷熱㈱
10月6日（火）／ 12人
福岡県福岡市博多区榎田1-3-62

三菱重工冷熱㈱
10月7日（水）／ 6人
長崎市花丘町3-1

重工冷熱クリーン活動「宇都宮」
三菱重工冷熱㈱
10月8日（木）／ 4人
栃木県宇都宮市城南1-4-16 周辺

重工冷熱クリーン活動「田町」
三菱重工冷熱㈱
10月9日（金）／ 27人
港区芝浦2-11-5 五十嵐ビル周辺

三菱重工冷熱㈱
10月11日（日）／ 40人
米子市大谷町

三菱重工冷熱㈱
10月14日（水）／ 3人
神戸市兵庫区東柳原町

三菱重工冷熱㈱
10月16日（金）／ 4人
尼崎市長洲東通1-7-13周辺

三菱重工冷熱㈱
10月16日（金）／ 18人
広島市西区観音新町1-20-24 リョーコーセンタービ
ル周辺

三菱重工冷熱㈱
10月16日（金）／ 10人
福岡市東区松島5-15-16周辺

三菱重工冷熱㈱
10月20日（火）／ 10人
西区土佐堀1-3-20 三菱重工大阪ビル周辺

重工冷熱クリーン活動
「京滋サービスセンター」

三菱重工冷熱㈱
10月22日（木）／ 6人
大阪市淀川区野中北1-5-21

三菱重工冷熱㈱
10月23日（金）／ 10人
仙台市宮城野区苦竹2-7-20 三菱重工仙台ビル周辺

三菱重工冷熱㈱ 北日本支社
10月23日（金）／ 1人
仙台市青葉区一番町1丁目周辺

三菱重工冷熱㈱
10月23日（金）／ 5人
埼玉県熊谷市石原711-2 周辺

三菱重工冷熱㈱
10月23日（金）／ 11人
香川県高松市松縄町1117-8

三菱重工冷熱㈱
10月23日（金）／ 6人
熊本県熊本市西区野中1-8-17 三菱重工冷熱周辺

三菱重工冷熱㈱
10月26日（月）／ 28人
神奈川県大和市下鶴間1634 三菱重工冷熱㈱ 大和事
業所東側

重工冷熱クリーン活動
「西東京サービス営業所設備グループ」

三菱重工冷熱㈱
10月20日（火）／ 3人
京都市伏見区竹田浄菩提院町132 オフィス油忠ビル
周辺

三菱重工冷熱㈱
10月26日（月）／ 9人
〒183-0033 府中市分梅町三丁目61番地7

重工冷熱クリーン活動「枇杷島事務所」

重工冷熱クリーン活動「小田井」

三菱重工冷熱㈱
10月21日（水）／ 19人
清須市西枇杷島町旭3-1

三菱重工冷熱㈱
10月26日（月）／ 12人
西区中小田井4丁目175番地周辺
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企業からの報告
重工冷熱クリーン活動「盛岡永井」

大阪マラソンクリーンUP作戦

工場周辺ボランティア清掃

菱興高島台ビル周辺道路ボランティア清掃

重工冷熱クリーン活動「東京事業所」

第14回ひろしま｢山の日｣県民の集い

工場周辺ボランティア清掃

海の公園ボランティア清掃

重工冷熱クリーン活動「松山」

くれエコフェスタ2015

海の公園ボランティア清掃

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動(地域ボランティアとして)

重工冷熱クリーン活動「岡山」

第73回山のグラウンドワーク／
森林整備ボランティア

通勤路及び社員クラブ周辺のゴミ収集

道路沿いの草刈、ごみひろい等の清掃活動(地域ボランティアとして)

トコトン5S活動による通勤路清掃活動

用水の草刈、ごみひろい等の清掃活動(地域ボランティアとして)

海の公園ボランティア清掃

クリーン楽々ボランティア

三菱研究所前バス停掃除

長船本館正門周辺の清掃活動

三菱重工冷熱㈱
10月27日（火）／ 5人
岩手県盛岡市永井20地割5-125

三菱重工冷熱㈱
10月27日（火）／ 17人
大田区仲池上

三菱重工冷熱㈱
10月28日（水）／ 4人
松山市山越6-7-48

三菱重工冷熱㈱
10月28日（水）／ 6人
岡山市南区藤田 国道30号線歩道

重工冷熱クリーン活動「豊事業所」
三菱重工冷熱㈱
10月28日（水）／ 9人
福岡市博多区豊1丁目1-12周辺

重工冷熱クリーン活動「浜松」
三菱重工冷熱㈱
10月29日
（木）／ 3人
浜松市東区北島町840 安間川沿い公道周辺地内

重工冷熱クリーン活動
「四国サービス営業所」

三菱日立パワーシステムズ㈱ 呉工場 人事総務部 呉
総務グループ
6月7日（日）／ 62人
野呂高原ロッジ多目的運動広場

三菱日立パワーシステムズ㈱ 呉工場 人事総務部 呉
総務グループ
9月26日（土）／ 17人
くれポートピアパーク

三菱日立パワーシステムズ㈱ 呉工場 人事総務部 呉
総務グループ
10月31日（土）／ 47人
東広島市龍王山憩いの森公園

呉市街クリーンウォーク
三菱日立パワーシステムズ㈱ 呉工場
5月30日（土）／ 75人
呉市

訓練生による奉仕活動
（近隣歩道のゴミ拾い）
三菱日立パワーシステムズ㈱ 経営総括部 人事総務部
ものづくり教育センター
5月21日（木）／ 10人
工場西門～正門～荒井駅北間、工場正門～松波町福祉施設前～山陽電車高砂駅間

訓練生による奉仕活動
（近隣歩道のゴミ拾い）

三菱日立パワーシステムズ㈱ 横浜工場(本牧)
10月7日（水）／ 50人
横浜市中区錦町12番地

三菱日立パワーシステムズ㈱ 横浜工場(金沢)
10月9日（金）／ 4人
横浜市金沢区幸浦1-8-1

三菱日立パワーシステムズ㈱ 横浜工場
10月24日（土）／ 31人
横浜市金沢区海の公園

三菱日立パワーシステムズ㈱ 高砂工場
10月5日（月）／ 25人
通勤路及び社員クラブ周辺清掃

三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱ 高砂事
業部
10月23日（金）／ 20人
兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目8番19号 第二高砂菱興ビル

三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱ 横浜地
区
10月24日（土）／ 74人
横浜市金沢区海の公園

菱清サービス㈱本社
10月 7日（水）、10月14日（水）／ 50人
神奈川県横浜市神奈川区沢渡1番地2 菱興高島台ビ
ル 周辺道路

菱重エステート㈱ 横浜支社 業務課
10月24日（土）／ 16人
〒236-0013 横浜市金沢区海の公園10番

㈱リョーイン 岡崎ビジネスセンター
5月10日（日）／ 4人
岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

㈱リョーイン 岡崎ビジネスセンター
7月5日（日）／ 1人
岡崎市三菱自動車岡崎工場周辺

㈱リョーイン 岡崎ビジネスセンター
9月13日（日）／ 4人
岡崎市 三菱自動車岡崎工場周辺

㈱リョーイン 神戸ビジネスセンター
6月17日（水）、10月6日（火）／ 25人
兵庫県神戸市兵庫区JR和田岬駅周辺

三菱重工冷熱㈱ 四国サービス営業所
10月30日（金）／ 3人
高松市鶴市町588-1周辺

三菱日立パワーシステムズ㈱ 経営総括部 人事総務部 ものづくり教育センター
9月28日（月）／ 10人
工場西門～正門～荒井駅北間、工場正門～松波町福祉施設前～山陽電車高砂駅間

三菱日立パワーシステムズエンジニアリング㈱ 長崎事
業部
10月5日～ 10月26日／ 16人
長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱研究所前バス停

重工冷熱クリーン活動「岐阜営業所」

Ｈ27年度ごみゼロ・クリーンウォーク

高砂市荒井町地域清掃活動

水の浦公園清掃活動

岩塚工場周辺美化清掃

事務所周辺環境ボランティア

海の公園ボランティア清掃

工場周辺美化清掃

環境クリーンキャンペーン

富山駅北地区 環境美化清掃活動

バス停清掃

平成27年度 ごみゼロ・クリーンウォーク

工場周辺美化活動

駒沢公園清掃と自然観察会2015

地域貢献活動

平成27年度 ひろしま山の日県民の集い

三菱重工冷熱㈱
11月4日（水）／ 6人
岐阜市西鶉6-40

三菱重工プラスチックテクノロジー㈱
6月3日（水）／ 70人
愛知県名古屋市中村区八社 一里山公園

三菱重工マシナリーテクノロジー㈱
10月23日（金）／ 34人
広島市西区観音新町4-6-22 三菱重工業㈱広島製作
所 観音工場・江波工場周辺

三菱重工食品包装機械㈱
6月3日（水）／ 30人
名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 三菱重工業岩塚
工場近隣
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三菱日立パワーシステムズ㈱ 関西支社
10月19日（月）／ 11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

三菱日立パワーシステムズ㈱ 中国支社
6月7日（日）／ 6人
広島平和公園～旧広島市民球場跡地

三菱日立パワーシステムズ㈱ 東北支社
10月23日（金）／ 4人
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目周辺地域

三菱日立パワーシステムズ㈱ 北陸支社
6月11日（木）／ 8人
富山県富山市牛島町 富山駅北地区

三菱日立パワーシステムズ㈱ 本社 人事総務部業務Ｇ
10月31日（土）／ 43人
東京都世田谷区駒沢公園1－1 駒沢オリンピック公園

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 高砂事業部
10月9日（金）／ 10人
MHPS高砂工場～山電荒井駅周辺

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 横浜事業部
10月24日（土）／ 10人
神奈川県横浜市金沢区海の公園周辺

三菱日立パワーシステムズ検査㈱ 長崎事業部
11月5日（木）／ 8人
長崎市鍛治町バス停周辺

三菱日立パワーシステムズ精密鋳造㈱
10月13日（火）／ 30人
宇都宮市上野町団地ＪＲ宇都宮線周辺

㈱リョーイン 長崎ビジネスセンター オフィスサービスグループ
10月15日（木）／ 9人
長崎県長崎市飽の浦町1-1 三菱重工業㈱長崎造船所周辺

㈱リョーイン 長崎ビジネスセンター 直属・オフィスサービスグループ
10月15日（木）／ 10人
長崎県長崎市水の浦町1-1 水の浦公園

㈱リョーイン 名古屋西ビジネスセンター
6月3日（水）／ 20人
名古屋市中村区岩塚町高道

㈱リョーイン 広島ビジネスセンター
6月7日（日）／ 4人
広島市内 平和記念公園噴水前～旧広島市民球場跡地

㈱リョーイン 広島ビジネスセンター
6月7日（日）／ 3人
三原市本郷町上北方1315 広島県立中央森林公園
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企業からの報告
平成27年度 リフレッシュ瀬戸内
㈱リョーイン 広島ビジネスセンター
7月12日（日）／ 1人
三原市 向田海水浴場

環境クリーンキャンペーン

H27年度ふるさと清掃運動会

（株）井出組の活動
2015年地域清掃大行動
10月17日（土）
／ 122人
静岡県富士見市島田町 井出組本社周辺
今年で6回目の地域清掃大行動になります。3コースに分かれ、会社周辺の幹線
道路の清掃・草取りを、それぞれ2キロの清掃行進を行いました。

㈱リョーイン 標識デザイン・サービスセンター
10月13日（火）／ 7人
長崎市 旭町桟橋前バス停および事務所周辺

「芝地区クリーンキャンペーン～路上喫煙ゼロのまち！」
㈱リョーイン経営管理部、㈱リョーイン標識デザイン・
サービスセンター
10月15日（木）／ 6人
東京都港区芝 田町駅・三田駅周辺

工場周辺清掃作業

リョーノーファクトリー㈱
10月21日（水）／ 115人
島根県松江市東出雲町揖屋686-1 リョーノーファクト
リー㈱工場周囲全体

重工相模原製作所
工場周辺の環境美化活動
菱重エステート㈱ 相模原支社
6月18日（木）／ 19人
相模原市中央区田名3000番地

三菱UFGモルガン・スタンレー証券（株）の活動
目白台ビル周辺清掃
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 本社
10月14日（水）
／ 6人
東京都文京区目白台
護国寺駅から目白台ビルまでの通勤路を中心とした歩道部分のゴミ拾い。
西大寺東町2丁目周辺清掃
西大寺東町2丁目自治会
10月22日（木）/4人
奈良県奈良市
奈良ファミリービル隣接周辺道路の雑草、缶、ビン、ゴミ類の除去。

町屋ビル周辺清掃
菱重エステート㈱ 本社
6月23日（火）／ 6人
東京都荒川区町屋1-38-16

『芝地区クリーンキャンペーン
～路上喫煙ゼロのまち！～』
菱重エステート㈱ 本社
10月15日（木）／ 6人
東京都港区芝5丁目 ＪＲ田町駅周辺

地域清掃活動

菱重エステート㈱ 相模原支社/建築技術部（相模原駐
在）
10月19日（月）／ 19人
相模原市緑区大島周辺

エム・エムブリッジ（株）の活動
ふるさと清掃運動 広島
10月28日（水）
／ 6人
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
タバコの吸殻、菓子ゴミ、スプレー缶等のゴミ拾いを行いました。
ふるさと清掃運動 千葉
10月20日（火）/ 31人
千葉県富津市新富 千葉工場周辺
紙屑、ペットボトル、タバコの吸殻等のゴミ拾いを行いました。

右側は毎日新聞広告ページ

㈱リョーイン 広島ビジネスセンター
10月23日（金）／ 8人
広島市西区観音新町4-6-22 三菱重工㈱広島製作所
観音工場・江波工場周辺

その他企業の活動

伊勢原工場前公道清掃
菱重コールドチェーン㈱
10月27日（火）／ 4人
伊勢原市鈴川360周辺
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企業からの報告
毎日新聞グループの活動

49人

東北

113人

関東

1068人

信越

中部

近畿

59人

61人

632人

北陸中四国
180人

九州
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268人

五稜郭公園、苫小牧駅北口、札幌駅前通から大通公園まで、千歳駅前、美唄市1条
着た6丁目国道12号線沿い歩道

青森県（青森店周辺、各販売店周辺）、岩手県（盛岡中央店周辺、各販売店周辺）、宮
城県（塩釜多賀城店周辺、南小泉・長町店周辺、仙台中央周辺）、秋田県（湯沢市中
央公園、各販売店周辺）、山形県（山形市馬見ヶ崎、各販売店周辺、米沢市西條天満
公園）、福島県（JR郡山駅西口広場、豊田支店周辺、各販売店周辺）

栃木県（佐野市運動公園、那須りんどう湖レイクビュー正門）、群馬県（前橋市敷島
公園、岩宿遺跡付近予定、悪天候で中止）、茨城県（土浦市民球場、筑西市下館運動
公園、水戸市千波湖）、千葉県（鴨川シーワールド、東部各店舗周辺、八幡神社周辺、
西部各店舗周辺、野田市総合公園陸上競技場周辺）、埼玉県（東部各店舗周辺、中
部各店舗周辺、稲荷山公園周辺、北部各店舗周辺）、東京都（各販売店周辺、最寄の
公園、足立区舎人駅周辺、北区王子駅周辺、JR武蔵小金井駅周辺、立川駅、八王子
駅、町田駅、日野駅）、神奈川県（各販売店周辺、伊勢原大山寺参道周辺）、静岡県
（伊豆箱根鉄道大場駅周辺、各販売店周辺）、山梨県（各販売店周辺）

新潟県（船見公園、各販売店周辺、富士山山麓）、長野県（各販売店周辺、 諏訪湖
周辺）

愛知県（ミッドランドスクエア周辺、尾張一宮駅周辺、刈谷駅周辺）、岐阜県（岐阜公
園）、三重県（四日市市立博物館、津市偕楽園）

大阪府（戎橋周辺、百舌鳥八幡宮、宮ノ上公園、藤井寺インターチェンジ付近、淀川
河川敷公園（枚方大橋の枚方側）、阪急茨木市駅～JR茨木駅、阪急豊中駅周辺）、
京都府（五条通り、平等院周辺、天橋立）、兵庫県（大蔵海岸、南芦屋浜南端岸壁周
辺、武庫川河川敷、姫路城周辺、鐘ヶ崎公園、神鍋高原）、滋賀県（新海浜海水浴場
周辺、膳所公園）、奈良県（近鉄新大宮駅周辺、近鉄西大寺駅周辺、近鉄生駒駅周
辺、法隆寺周辺、山の辺の道、吉野川河川敷）、三重県（近鉄赤目口駅周辺）、和歌山
県（和歌山城内砂の丸公園、潮岬観光タワー）

右側は富士急行広告ページ

北海道

岡山県（岡山城烏城公園、倉敷市、城山公園）、広島県（千光寺、平和記念公園）、鳥
取県（皆生海浜公園）、島根県（益田市役所周辺、大田市役所周辺）、山口県（徳山市
役所周辺、宇部空港周辺、唐戸市場周辺）、徳島県（眉山周辺）、香川県（丸亀城（亀
山公園））、愛媛県（今治場周辺、道後公園、乙亥会館周辺）、高知県（高知城周辺）、
福井県（足羽山公園）、石川県（さくら公園）、富山県（県庁前公園）

福岡県（北九州市役所周辺、黒崎駅周辺、飯塚市・筑豊ハイツ周辺、天神駅、博多
駅周辺、久留米東町公園）、長崎県（諫早駅ロータリー周辺）、熊本県（花岡山公園）、
大分県（大分川河川敷）、宮崎（延岡市土々呂臨海公園）
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アタマで汗をかき、
カラダで考えよう。
ＷＡＶＯＣは、３つの活動 で、参加する学生たちの
ボランティア、成長をサポートしています。

一歩踏み出すと、あなたの世界がぐっと広がります。

WAVOCの理念１
WAVOCは、

ＷＡＶＯＣの理念

１

社会と大学をつなぎます。

学生を対象として、社会課題への意識を高めるために、多

様なイベント・スタディツアーを実施し幅広く発信していま

社会と大学を

WAVOCは、
世代、職業、国籍などを
超えた多様な人々との協働を支えます。

す。身近にボランティアを考えられる、自分や社会と向き合

う大切な機会です。あなたの積極的な参加を待っています。

つなぎます。

WAVOCの基本姿勢

WAVOCの理念２

WAVOCは、
「現場体験の知」と
「学術的な知」をつなげます。

２

体験的に学ぶ機会を広く提供します。

講義形式の科目に加え、講義で得た知識を実社会での体験
を通して深める体験的学習科目を展開しています。全学共

通副専攻「社会貢献とボランティア」では、体系的に社会
貢献・ボランティアを学ぶ機会を提供しています。少人数の
参加型科目「体験の言語化」シリーズを展開しています。

ＷＡＶＯＣの理念

３

学生が社会に貢献することを応援します。

学生や現地のカウンターパート、教職員、卒業生らが協働し、
国内外において約 30 のボランティアプロジェクトを展開し
ています。2013 年度からは公認プロジェクト募集制度を設

けています。ＷＡＶＯＣは主体的に社会の課題について考え、
行動する学生をサポートします。

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
早稲田キャンパス 99 号館 STEP21
〒169-0071 東京都新宿区戸塚町 1-103 STEP21
TEL：03-3203-4192 FAX：03-3203-6306
E-MAIL：wavoc@list.waseda.jp
URL：http://www.waseda/wavoc/
●東京メトロ東西線「早稲田駅」3a 出口より徒歩 5 分
●都電荒川線「早稲田駅」より徒歩 8 分

WAVOCの理念３
WAVOCは、

WAVOCは、

学生が社会に

体験的に学ぶ機会を

ＷＡＶＯＣの理念

WAVOCは、
社会問題に気づき
考え、行動することを促します。

貢献することを

広く提供します。

応援します。

WAVOCは、
教職員が有機的に連携し、
学生の主体性を引き出します。

市民団体からの報告
学生ボランティア企画集団NUTSは早稲田大学公認のサーク
ルです。主に都内を中心にゴミ拾い等のボランティアの企画・
運営、ふるさと清掃運動会の実行委員・スタッフ、富士山麓
での清掃活動やその他ボランティア活動への参加などを
行っています。今年は第12期として、今まで取り組まなかった
新しい企画やさらなるボランティアの輪を「創る」ことを目標
に1年間活動してきました。NUTS主催の学生23区清掃、高田馬場清掃はもちろん、ふるさと
清掃運動会の多摩川清掃やオーガニックコットンプロジェクトに参加して学んだことを生か
し、学生の力でボランティアを発信していく団体であり続けられるよう、2016年も精一杯活
動していきます。
（代表 吉原大希）

学生ボランティア企画集団
NUTS の活動

第6回学生23区清掃
今年で6回目となった学生23区清掃は、5月を「530（ごみぜろ）月間」とし、毎週
末を利用して23区23か所で清掃活動を行う企画です。メンバーがそれぞれ1人
1区担当し、各区役所やボランティアセンターなどの協力を得て企画を進めてい
きます。あいにくの天候で2区活動が中止となってしまいましたが、1か月間での
べ277名の方に参加していただきました。昨年よりも集めたごみ袋の総数がかな
り増えていたことから、23区を「ごみぜろ」にするにはまだまだだと痛感しまし
た。今後も学生の力でアクションを起こし、その成果から達成感を味わうことが
できるように続けていきたいと思います。
（吉原大希）
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高田馬場清掃
今年度も高田馬場駅や早稲田駅周辺を中心に月に1度定例清掃を行いました。
NUTSの他にも学生や社会人の方など年齢や所属の垣根を越えて1年間で137
名の方にご参加いただき、地域の美化に微力ながら寄与することが出来ました。
またこの活動に参加された方の中には初めてボランティア活動に参加された方
も多く、清掃活動を始めるきっかけという意味でも有意義な活動となりました。
（藤田雄也）

出張NUTS

いわき市農業体験

高田馬場を始め東京23区内での活動を主に行うNUTSですが、参加者が「清掃
してほしい」と希望した場所へNUTSが赴き、清掃を行う新 企画として、
「出張
NUTS」を行いました。春には春日部、川崎、高尾山。夏はみなとみらい、荒川沿
い、横須賀。秋には茨城県大洗海岸、山手線清掃（都内）、被災地でそれぞれ清掃
活動を行いました。
本企画を通して、都内以外の場所での清掃の必要性を実感するとともに、清掃し
た地域の環境意識の向上に少しでも貢献できたのではないかと思います。また、
私たちNUTSとしても離れた土地でボランティアすることの難しさに直面しつ
つも、やりがいを感じることのできる企画となりました。
（渡具知拓人）

この企画は「被災地で何か自分たちにできることや学
べることはないだろうか」という思いから集まったメン
バーによる新しい試みです。活動場所として、福島県い
わき市、南相馬市、そして今年深刻な洪水被害を受けた
茨城県常総市の全3箇所でボランティアを行いました。
なかでも、いわき市には18人のNUTSメンバーが足を
運び、農業を体験しました。活動を受け入れて下さった
地元農家のファーム白石代表・白石長利さんは震災以
降、地元料理人等と連携しながら、いわき市の農業活性
化の為に第一線で活躍されている若手農家さんです。
震災直後の放射線不安による農作物の大量廃棄やそ
の後の風評被害を乗り越え、今や革新者として全国的
に注目を集める白石さんのお話を直接伺い、メンバー
は被災地、そして日本の農業のこれからを考えること
ができました。被災地での活動を通して得られた新た
な出会いを今後の活動に繋げ、NUTSの新たな可能性
を広げていけたらと思います。(鈴木彩香)

ベネッセスタイルケアの
活動

グラニー栄・横浜
11月10日（火）／ 5名
神奈川県葉山町
ホーム周辺である近隣の方々も使用する
道沿いを清掃活動を行う。
30ℓゴミ袋2袋、葉っぱや木の枝が主でし
た。

アリア恵比寿南

グランダ鎌倉山

11月29日（日）／ 17名
JR線 恵比寿駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

11月17日（水）／ 8名
神奈川県鎌倉市
近隣住民の方も使用する玄関前の道路を
ご入 居者とスタッフで清掃活動を行いま
した。
45ℓゴミ袋４袋。

アリア碑文谷

グランダ狛江弐番館

7月26日（日）／ 9名
東急東横線 都立大学駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

7月13日（月）/4人
東京都狛江市西野川2丁目
近隣の神社、歩道のゴミ拾い。

アリア目黒洗足

グランダ葉山

9月27日（日）／ 6名
東急目黒線 西小山駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

9月27日（日）／ 4名
森戸海岸（神奈川県三浦郡葉山町）
海岸のごみ拾い。
45ℓゴミ袋2袋。

アリア代々木上原

グランダ日吉

5月31日（日）／ 30名
小田急線 代々木上原駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

10月4日（日）/5人
神奈川県川崎市中原区 江川せせらぎ遊
歩道
江川せせらぎ遊歩道のゴミ拾い。

アリア六本木

ボンセジュール永山

8月30日（日）／ 17名
都営大江戸線 六本木駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

8月11日（火）／５名
東京都多摩市
ホームの近辺の歩道と、近くの河川の遊歩
道及び茂みを清掃しました。毎回清掃を行
うごとに近隣の方から挨拶をしてくださる
回数が増えていくことが、スタッフのモチ
ベーションに繋がっています。
タバコの吸い殻、
ビン・カン・ペットボトル、
お菓子の袋など。

グランダ学芸大学

ボンセジュール溝の口

6月28日（日）／ 7名
東急東横線 学芸大学駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。

7月25日（土）／ 3名
神奈川県川崎市高津区下作延
スタッフ3名でホーム近隣の公園を清掃。
タバコの吸い殻、ペットボトル、空き缶な
ど。
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市民団体からの報告
まどか深大寺

リレ府中白糸台

ハロウィン行進隊（若者）

8月26日（水）／ 4名
東京都調布市深大寺元町1丁目
ビン、缶、ペットボトル、タバコの吸 殻、食
べ物の袋など。
20Lゴミ袋2袋分。

7月27日（月）／ 4名
東京都府中市
駅やコンビニに近いのでたばこの吸い殻
やゴミの投げ捨てが多く、毎日拾っていま
す。また、通行される方やご入居者がほっ
とする花壇の世話を通して、そこから生ま
れる会話で輪が広がっています。
たばこの吸い殻、食べ物の袋、雑草など。
昨年8月の開設以来、併設の介護センター
府中白糸台スタッフと周辺の清掃、植木の
手入れをしてきました。
テナントのクリニックがオープンしてから
はメンバーも増えて毎日いろいろな発見
があります。

神明子ども中高生プラザ
10月29日（木）／ 19名（小学生）
神明子ども中高生プラザ～港区役所～芝商店街
ハロウィンの仮装をして神明プラザ周辺のゴミ拾いを行いました。ゴミ拾い終了
後、港区役所から芝商店街を練り歩き、地域の方々からお菓子をいただきまし
た。ゴミ拾いなどの清掃活動を通し環境美化の大切さを伝えていけるように取
り組んでいます。

まどか武蔵新城
6月25日（木）／ 3名
川崎市高津区
近隣の公園、歩道のゴミ拾い。
45ℓのゴミ袋1個、ペットボトルやタバコ
の吸い殻、ティッシュなど。
7月21日
（火）／ 7名（うち入居者3名）
川崎市高津区
近隣歩道のゴミ拾い。
45ℓのゴミ袋1個、ペットボトルやタバコ
の吸い殻、ティッシュなど。
8月8日（火）／ 7名（うち入居者3名）
川崎市高津区
近隣歩道のゴミ拾い。
45ℓのゴミ袋1個、ペットボトルやタバコ
の吸い殻、ティッシュなど
9月22日（火）／ 7名（うち入居者3名）
川崎市高津区千年
近隣歩道のゴミ拾い。
20ℓのゴミ袋1袋、ペットボトルやタバコ
の吸い殻、ティッシュなど。

メディカルホームグランダ生田

富士山クラブの
活動

第7回黒目川「河童のクゥ」
クリーン作戦
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、東久留米市スポー
ツ少年団、東京湧水ライオンズクラブ
【後援】東久留米市、警視庁田無警察署、毎日新聞社
10月18日（日）／ 600人
東京都東久留米市黒目川上流地域
上流の都大橋から下流の落合川との合流点まで約4.5Km、流域の遊歩道と河川
敷のゴミ拾いをしました。クリーン作戦の終了後には、クリーンエイドの皆さんが
作ってくれたトン汁を楽しみました。

［少年野球］
（若者）
豊平川河川敷の清掃活動
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
【後援】毎日販売促進宣伝部
10月12（体育の日）／ 350人
北海道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。

南小畔川クリーン作戦（市民団体）
精明地区まちづくり推進委員会
【後援】中居、青木第一、青木第二自治会、飯能市立第一中学校
11月21日（土）/ 86人
埼玉県飯能市中居～青木地区
飯能第一中学校生徒（男女バスケット部員）を中心に各自治会のボランティアが
集い、秋晴れの中、河川周辺のごみ拾いと草刈を実施しました。清掃活動により
魚影も濃くなり水質の向上が伺えました。これからも皆で綺麗な南小畔川になる
よう育んでいきたいと思います。

ぐるり富士山風景街道一周清掃
主催 ぐるり富士山風景街道一周清掃実行委員会
後援・協賛 富士急行株式会社
10月24日（土）／ 330名
道の駅朝霧高原付近 国道139号線沿線
（山梨県南都留郡富士河口湖町～静岡県富士宮市）
富士山クラブが呼びかけ、国、山梨県、静岡県、関係11市町村、企業、民間団体が
「ぐるり富士山風景街道一周清掃」実行委員会（総括事務局：富士山クラブ）を
結成、富士山を囲む国道を中心に、各市町村、機関、団体が10月の1 ヵ月間、清掃
活動を実施した。両県一斉清掃日の10月24日（土）は、山梨県富士河口湖町と静
岡県富士宮市の県境を挟んで、行政、企業、市民が参加し、国道139号線沿いの
清掃活動を実施しました。
760㎏（静岡80㎏：山梨680㎏）
ペットボトル、空き缶、ビニール袋、テレビ、古タイヤ等
身近なところでエコ活動という、ふるさと清掃運動会の意義を広めるため、富士
山クラブで実施していたふるさと清掃運動会in富士山の活動を、富士山全域に
広がるように、今回のキャンペーンを企画しました。

ふるさと清掃運動会 in 保津川

広島中央自動車学校周辺清掃活動

川と海つながり共創プロジェクト・亀岡市
10月18日(日) ／ 100人
京都府亀岡市保津川河川敷
保津川河川敷で清掃活動と「スポーツゴミ拾い」を行いました。

広島中央自動車学校
10月15日（木）／ 19人
太田川放水路堤防及び当社広島中央自動車学校周辺
始業前に太田川放水路の堤防一帯と会社周辺の清掃活動を行いました。

平倉の森へOB集合！
（若者）

ふるさと清掃運動会 in 思川

7月25日（土）含む毎月1回／ 3名
神奈川県川崎市多摩区生田
スタッフ3名でホームから駅までの道を清掃。
タバコの吸い殻、ペットボトル、空き缶など。

メディカルホームグランダ三軒茶屋

三重大学生物資源学部緑環境計画学研究室
【後援】三重大学附属平倉演習林
11月14日（土）／43人
三重県津市美杉町
演習林での杉人工林の間伐と実験用試料の採取を行いました。

小山市
【後援】小山市廃棄物減量推進協議会
10月18
（日）／451人
栃木県小山市
思川河川敷の清掃活動を行いました。

9月27日（日）／ 8名
東急田園都市線 三軒茶屋駅周辺
清掃活動。
煙草の吸殻・空き缶・ペットボトル等。
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市民団体からの報告
第10回クリーン活動
土浦市少年野球連盟
【共催】土浦市教育委員会、毎日新聞社
5月9日（土）／ 500人
茨城県土浦市川口町を含む近隣地区
毎年、くりくり野球選手権大会予選会開会式前の1時間を野球場周辺のゴミ拾い
を実施しています。

多摩川統一清掃
狛江市美化推進運動実行委員会
【共催】国土交通省、狛江市建設環境部清掃課
5月9日（土）／ 140人
東京都狛江市多摩川堤防付近
狛江市少年野球連盟の6年・5年生と連盟関係者が参加し、狛江市の多摩川河
川敷で上流・下流の二手からゴミ拾いをしました。

第9 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

第 1 回からの活動カ所数＆参加者数

に呼びかけたふるさと清掃運動会は 9 回を数えました。今回の

第 1 回 2007 年

53 カ所

1 万 6000 人

からの参加者数は 223,216人、活動箇所は 2,629 カ所となりま

第 2 回 2008 年

110 カ所

3 万 3000 人

した。

第 3 回 2009 年

283 カ所

2 万 8000 人

参加者はのべ 16,170人、427 か所でした。これにより第1回目

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

5月、学生ボランティア企画集団 NUTS の 6 回目となる「都内

第 7 回 2013 年

313 カ所

1 万 9207 人

23 区清掃」をプレイベントとしました。5月をごみゼロ月間とし、

第 8 回 2014 年

531 カ所

1 万 7677 人

土日を利用して都内 23 区でゴミ拾いを行いました、参加者はのべ

第 9 回 2015 年

427 カ所

1 万 6170 人

2629 カ所

22 万 3216 人

実行委員会主催イベント

「ガールスカウトの日2015」私たちの手で千本海岸をきれいに（若者）
静岡ガールスカウト沼津・駿東28.29.56.81.85団
5月24日（日）
／ 60人
静岡県沼津市千本浜海岸
世界文化遺産の富士山が眺望出来る海水浴場の一角300m範囲のゴミの回収
を実施しました。

第18回日本一きれいなまちづくり
（市民団体）
日本一きれいなまちづくり実行委員会
11月15日（日）／ 274人
岐阜県多治見市
多治見駅周辺・国道19号線・国道248号線の歩道の清掃活動を実施しました。

ふるさと清掃運動会2015-2-11
京葉少年野球連盟
2月11日（建国記念の日）
／ 90人
千葉県千葉市美浜区いなげの浜
6年生最後の大会、第33回卒部記念大会開会式の後に野球場より徒歩10分程
にあるいなげの浜の清掃を行いました。

飯能市少年野球入間川クリーン作戦
飯能市スポーツ少年団野球 野球部会
【共催】国土交通省、狛江市建設環境部清掃課
4月25日（土）
／ 200人
飯能市入間川河川敷周辺及び岩沢多目的グランド周辺
飯能市春季野球大会の開会式前に今回5回目となる入間川河川敷き周辺の
清掃活動を行いました。

西の浜クリーンアップ活動
環境ボランティアサークル亀の子隊
【後援】中部地方整備局三河港湾事務所
7月20日（月）／ 260人、8月16日（日）／ 61人、9月13日（日）／ 178人、10月18
日（日）／ 44人、11月7日（月）／ 20人
愛知県田原市渥美半島西の浜海岸
【7月20日海の日】山下新市長も参加し、亀山校区・中山校区、東三河農林水産
事務所との協働で行い、校区以外の人も多数参加しました。
【8月16日】市内の保護司、ドリーム、パチンコオータの皆さんでゴミ拾いをしまし
た。
【9月13日】トヨタ自動車田原工場の皆さんの参加で行われ、流木や葦などを山
にし、浜は見違えるほどにきれいになりました。
【10月18日】季節特有の西風が吹き、ゴミや流木が増えてきました。参加者は中
学生中心です。
【11月7日】大きな魚網やビニールの片付けを釣り人にも手伝ってもらいました。

277人でした。若者が主体的に取り組む意義は大きいと思います。

合計

8月、長崎県対馬市で 3 回目の「日韓海岸清掃フェスタin 対馬」
を開催しました。国の隔たりを超え、両国の若者と地元市民が漂着
ゴミ拾いで同じ汗を流し、問題解決に向けたワークショップを行い
ました。しがらみのない若者同士の交流は有意義です。
10月、「多摩川でちょっといいことゴミ拾い」を開催しました。

事務局の移転と運営

王貞治会長も参加して多摩川で初めてのゴミ拾いとなりました。午

4月、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）

前中に少年野球教室と釣り教室を行いました。狛江市の多摩川左

内に事務局が移転。WAVOC の三上秀幸を事務局長として、新た

岸約 2.7キロメートルの距離を1000人で川岸ゴミ拾い。天候に恵

な事務局体制で運動を推進することになりました。前事務局長の亀

まれた秋空の下、鮎の戻ってきた多摩川でのゴミ拾いに汗を流し、

山久雄さんは顧問として会を支えます。引き続き、協賛企業の東芝

参加者全員で記念写真。同月、「ぐるり富士山一周清掃」を富士山

さんも三菱さんも、富士急行さんもドコモ・システムズさんもフジ

クラブと共催で実施、世界文化遺産を守るお手伝いをしました。

テレビさんもIT スポーツ連盟さんも毎日新聞さんもいて、企業の枠

11月、東日本大震災復興支援活動として福島県いわき市の「オー

を超えた運動を展開していきます。ふるさと清掃運動会での地域

ガニックコットンプロジェクト」支援活動を行いました。福島での支

の子供たちの参加による少年野球教室、釣り教室のゴミ拾いは今

援活動は 6 回目となります。震災から 4 年半、復旧から復興へと町

回で4 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

の海岸線の景観が変貌しています。津波対策で沿岸に高さ 7.2m

です。

の堤防と海岸防災林工事が進行中です。福島原子力発電所の周辺
は未だ被災当時のままで、一部の帰宅解除地区の住民がやっと復

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！

旧に向けて動き出したばかりです、私たちは傍観者になることなく

継続は力、継続こそ力です。
（事務局長

三上秀幸）

「その場に立つ」ことの大事さを忘れてはなりません。

報告･懇親パーティ
12月9日（水）、東京都新宿区の早稲田大学染谷記念国際会館レセプショ
ンルームで第9 回「報告･懇親パーティ」を行いました。新事務局による初の
報告・懇親パーティーとなりました。
冒頭、呼びかけ人代表の奥島孝康さんのメッセージが紹介され、
「出席して
みなさんの報告が聞けないのが大変残念です。ボランティア活動は、成熟し
た社会の自立した人間の一種の義務といってもよいでしょう。みなさんが、そ
こからなにを学ぶか。大切なことは「社会奉仕」の意味をみなさんが考えてみ
る機会であることを忘れないでください。」と運動の継続を誓われました。
続いて各企業、団体、学生の報告と決意表明が行われ、最後に三上事務局
長が第9回活動報告とこれまでのご協力に感謝の意を述べ、東芝ソリュー
ションの加賀谷さんの三本締めで散会しました。
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