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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です。

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、SDGs やマイクロプラスチックによる海洋汚染問題等、環境問題に対する社会的関心が高まっています。
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。

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。2007 年の第 1 回から第 14 回の今年までにのべ 27 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。
「継続は力だ」という言葉のもと、取り巻く環境の変化に柔軟に対応して

歩み続けます。

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（高野連前会長、ボーイスカウト連盟会長）

野口　　健（アルピニスト、富士山クラブ理事長）

顧 　　　 問 亀山　久雄（全国川ごみネットワーク座長）

野口　　和（富士急トラベル首都圏エリアマネージャー）

三上　秀幸（第 11・12 回事務局長）

川崎　正則（第 13 回事務局長）

事 務 局 長 野口　邦彦（学生ボランティア企画集団 NUTS OBOG 会 会長）

事 務 局 次 長 山本　浩也（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）

久保　宜映（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）

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）

安部　智子（IT SPORTS 連盟）

青木　直子（富士山クラブ）

藤森　夏幸（荒川クリーンエイド・フォーラム）

石坂　政俊（日本工業教育経営研究会）

白石　テル（T&X 代表）

遠藤　賢二（毎日新聞社）

平澤　佑樹（学生ボランティア企画集団 NUTS 17 期代表）

学生ボランティア企画集団 NUTS 17 期
サ ポ ー タ ー 学生ボランティア企画集団 NUTS OB、OG

主　　催 ふるさと清掃運動会実行委員会
共　　催 NPO 法人荒川クリーンエイド・フォーラム

NPO 法人富士山クラブ
特別協賛 東芝デジタルソリューションズ株式会社
協　　賛 IT SPORTS 連盟
特別協力 全国川ごみネットワーク
協　　力 富士急行株式会社

毎日新聞社
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
株式会社 T ＆ X
一ツ橋ライオンズクラブ
学生ボランティア企画集団 NUTS

ふるさと清掃運動会実行委員会 ふるさと清掃運動会を支える団体・人びと

ふるさとん
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「ふるさと清掃運動会」はどなたでもご参加いただけます。
ゴミ拾い・植林活動・清掃登山など、「環境保全のアクション」であれば、内容は問いません。
また、10月を集中月間としますが、それ以外の時期に実施していただいても構いません。
さぁ、あなたも「ふるさと清掃運動会」に参加してみませんか。

【STEP1】
各企業、団体、学校、市民、個人グループなどでチームをつくりましょう。

【STEP3】
アクション当日、アクションを実行してください。
なお、第14回ふるさと清掃運動会より、新型コロナウイルス感染症拡大に際して
「ふるさとんから10のお願い」を策定しました。
アクションを実施する際は以下の点に留意して取り組みましょう。

【STEP2】
アクションを企画して、申込用紙に記入！！
記入漏れがないかを確認して、事務局までメールでご提出ください。

メールアドレス： furusatoseiso@gmail.com

ご記入いただいた内容をもとに、ホームページ（https://furusatoseiso.jp）等を
通じて全国にPRいたします。

↓

↓

◆ アクション企画時 ◆
 1 新型コロナウイルス感染状況や気象状況等をこまめに収集し、危険がないか確認しましょう。
 2 参加者名簿の作成や、状況に応じたフローを作成するなど、万が一の場合に備えましょう。
  ※個人情報の取り扱いには十分ご注意ください。

◆ アクション参加・実行時 ◆
 3 日頃から体調を把握し、少しでも体調不良の場合は参加を見合わせましょう。
 4 スタッフも含めマスクを着用するとともに、咳エチケットを心がけましょう。
 5  アクション時はソーシャルディスタンスを意識するとともに、三密（密接・密集・密閉）を避けましょう。
 6 熱中症予防のため、こまめに水分をとり休憩しましょう。
   また屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。
 7 アクション前後の集会や写真撮影等は最小限とし、SNS 等での情報発信を活用しましょう。
 8 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしましょう。
  帰宅後は手洗い・うがいを心がけましょう。
 9 マイボトル・マイバッグ等を活用し、 ごみの減量に努めましょう。
  また自分で出したごみは各自で持ち帰りましょう。
 10 接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールして活用し、感染拡大防止に努めましょう。
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ふるさと清掃運動会 実行委員会

「ふるさと清掃運動会」への参加方法

ふるさとんから10のお願い
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荒川清掃
P.10

全国一斉清掃
P.6～7

富士山清掃
P.11

ふるさとんが行く！
P.12

西日本ブロック
●愛知県
田原市 渥美半島西の浜 環境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
大府市 個人 全国一斉清掃

●京都府
亀岡市 西川 NPO法人プロジェクト保津川 第 133回保津川クリーン作戦
亀岡市 愛宕谷川・保津川 NPO法人プロジェクト保津川 第 134回保津川クリーン作戦

●大阪府
大阪市 個人 全国一斉清掃
－ 個人 全国一斉清掃

●奈良県
大和郡山市 個人 全国一斉清掃

●和歌山県
和歌山市 個人 全国一斉清掃

●広島県
広島市西区 リョーコーセンタービル周辺 エム・エム ブリッジ株式会社 ふるさと清掃運動 広島

●福岡県
福津市 勝浦浜海岸 個人 全国一斉清掃
北九州市 コストコ北九州倉庫店 個人 全国一斉清掃
筑紫野市 個人 全国一斉清掃

全国清掃実施場所一覧
合  計

123件
735人

第14回ふるさと清掃運動会
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荒川清掃
P.10

全国一斉清掃
P.6～7

富士山清掃
P.11

ふるさとんが行く！
P.12

東日本ブロック
●北海道
札幌市 月寒公園 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃

●秋田県
仙北郡美郷町 個人 全国一斉清掃

●埼玉県
さいたま市 大宮駅周辺 個人 全国一斉清掃
新座市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
戸田市 個人 全国一斉清掃

●千葉県
千葉市 個人 全国一斉清掃
市川市 個人 全国一斉清掃
浦安市 うみさんぽ 全国一斉清掃
習志野市 うみさんぽ 全国一斉清掃

●東京都
江東区 東大島 個人 全国一斉清掃
新宿区 高田馬場・戸塚町 ワセカープ 全国一斉清掃
新宿区 新目白通り 個人 全国一斉清掃
新宿区 山手通り 個人 全国一斉清掃
文京区 ワセカープ 全国一斉清掃
中央区 隅田川 個人 全国一斉清掃
江戸川区 葛西臨海公園・清新町 個人 全国一斉清掃
墨田区 隅田公園 飯田橋CARP PSW Project
墨田区 押上駅 個人 全国一斉清掃
葛飾区 葛飾あらかわ水辺公園 NPO法人

荒川クリーンエイド・フォーラム 全国一斉清掃
品川区 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
東村山市 都立小平霊園 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
稲城市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
八王子市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
町田市 うみさんぽ 全国一斉清掃
町田市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
－ 個人 全国一斉清掃
－ 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃

●神奈川県
横浜市 金沢区 ワセカープ 全国一斉清掃
横浜市 ぎんなん公園 個人 全国一斉清掃
横浜市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
藤沢市 湘南T-SITE 個人 全国一斉清掃
藤沢市 片瀬東浜海岸 中高生ボランティア団体NEXUS 片瀬東浜海岸清掃
藤沢市 大正橋 個人 全国一斉清掃
横須賀市 汐入海岸 個人 全国一斉清掃
川崎市 東芝デジタルソリューションズグループ 全国一斉清掃
川崎市 多摩川周辺 うみさんぽ 全国一斉清掃
鎌倉市 七里ガ浜 中高生ボランティア団体NEXUS 七里ガ浜清掃
鎌倉市 由比ガ浜 中高生ボランティア団体NEXUS 由比ガ浜清掃
逗子市 逗子海岸 中高生ボランティア団体NEXUS 逗子海岸清掃
逗子市 うみさんぽ 全国一斉清掃

●静岡県
清水区 興津川 個人 全国一斉清掃
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109件 145名参加

個 人

全 国 一 斉 清 掃

⃝公園のベンチの下に吸い殻が多かった。
 （神奈川県・横浜市）

⃝息子とゴミ拾い。近所のゴミ拾い。タバコ、多
いなぁ。近くのおっちゃんに野菜をもらえまし
た。いいことするっていいね。

 （福岡県・筑紫野市）

⃝大宮駅東口を出てすぐのところにある繁華街の
ような場所で拾いましたが、そこはいつもゴミ
が多い印象です。綺麗なのが当たり前という状
態にしていければ、人々の意識も変わるのでは
ないかと思います。 （埼玉県・さいたま市）

⃝ゴミだけでなく、普段何気なく通り過ぎている
場所や景色にもこんなところがあったんだとい
うような新しい発見があった。

 （神奈川県・藤沢市）

⃝謎の水が入ったペットボトルが多くて大変だっ
た。 （神奈川県・横須賀市）

⃝マイクロプラスチックが大量にあり、どうやっ
たら効率よく拾えるのか悩む。プラ製品の使用
を減らしていきたい。 （福岡県・福津市）

⃝久しぶりのゴミ拾い楽しかったです！
 （福岡県・北九州市）

⃝中身の残っている缶の中にカニがたくさん入っ
ていた。 （東京都・江戸川区）

⃝タバコが多いこと。街がきれいなこと！
 （東京都・中央区）

⃝愛犬「鐵」と一緒に散歩しながらゴミ拾いをし
ました。タバコのポイ捨てが見受けられました。
 （奈良県・大和郡山市）

⃝カン、ビンが植え込みに多く投棄されていた。
ゴミの量が盛り沢山なので、清掃場所の候補と
して検討しても良いと思った。

 （東京都・新宿区）

⃝裏通りのゴミを拾いましたが、思ったよりもゴミ
が少なかったです。 （東京都・江東区）

実施期間 2020年12月12日～31日
全国マップにて
掲載以外の活動も確認できます。
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東芝デジタルソリューションズグループ社員

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム ワセカープ

概 要 コロナ禍でどのような環境アクションを提起できるかを考え、個人が主体となって清掃活動を行う「全国一斉清
掃」をふるさと清掃運動会の主催イベントとして初めて開催しました。12 月 12 日を集中実施日として設定し、
同日から 12 月 31 日までの合計 20 日間を実施期間としました。３ステップ（「アクション」「報告」「共有」）
での参加を呼びかけました。期間中であれば時間や場所を限定せずに清掃活動を実施し、入力フォームまたはメー
ルで清掃活動を報告し、Twitter 等の SNS を活用して拡散するという方法です。「一人ひとりが主役となり、全
国のつながりを確認すること」を一つの目標として企画しました。

⃝落ち葉が溜まる時期であり、落ち葉等バス停及
び周辺を清掃する事により、美化につながった。
 （埼玉県・新座市）

⃝皆さんが快適に公園を利用してリフレッシュに貢
献。 （北海道・札幌市）

⃝ スーパーの袋に半分ほどゴミを拾いました。
 （神奈川県・川崎市）

⃝過去に全く実施していなかった会場のため大量のごみが
ありましたが、少数精鋭メンバーで約 1.5 時間掛け、目
立つごみはほぼ回収することができました！

 （東京都・葛飾区）

⃝家の近所のゴミは拾い尽くした感じがあり
ます。(12/13)

⃝毎日の目標を立てて奮闘中です。（12/14）
⃝タバコは拾っても拾ってもキリがないです

ね‥(12/15)
⃝タバコの回収量が増えてきています。

(12/17)
⃝昨日はちょっと少なめでしたが、今日はい

つもより頑張ります！ (12/18)
⃝オンラインも活用しながら楽しく拾ってま

す。(12/21)
⃝ちょっと少なめでしたが、毎日コツコツ頑

張ります！ (12/22)
⃝クリスマスにたくさんのごみを回収できて、

とっても達成感がありました！ (12/25)
 （東京都・文京区・新宿区）（神奈川県・横浜市） 12月12日から12月25日までの拾ったゴミの数

ビン・カン  318 個　ペットボトル 　　　137 個
吸い殻　  3,416 個　その他プラスチック 387 個

1

2

Twitter Instagram

3

furusatoseiso@gmail.com

+α

https://furusatoseiso.jp

https://furusatoseiso.jp

うらおもて

告知用チラシ
たくさんのコメントや写真を送っていただきまして
ありがとうございます。ここでは紙面の都合上一部
の皆様のみ掲載させていただきましたが、上記以外
にも多数の方々が参加してくださいました。遠く離
れている者同士で一丸となりゴミ拾い活動を行えた
ことについて、とても喜ばしいと感じるとともに心
からの感謝を申し上げます。
今後もこのような個人でもできる身近なゴミ拾いな
どを通じて、社会奉仕活動の輪が全国に広がってい
くことを目指して環境アクションを起こしていきた
いです。　　　　　　　編集委員　牧野杏美
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当社グループは、2007 年の第１回の活動から、今年の第 14 回まで、毎回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たところ、本活動のお話をいただき参加を始めました。 
その後、全国の支社・支店とグループ会社に拡大し、今では当社グループの一大イベントになっています。 

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への参加について 
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ふるさと清掃運動会 参加者累計

今年はコロナ禍の状況に鑑み、感染拡大防止の観点
で「個人」や「家族」単位での参加を広く呼び掛け、
活動を行いました。また、職場単位での活動は３カ所
の支社やグループ会社の職場周辺で、感染防止に配慮
しながら少人数で行いました。 
「個人」・「家族」単位での活動を呼び掛けるのは初

の試みでしたが、コロナ禍の中でのふるさと清掃運動
会活動への参加スタイルについて、事務局とも相談し
ながら行わせていただきました。どのくらいの参加者
になるか心配でしたが、計 22 名の社員やご家族の参
加が得られ、中には、近隣の公園を一人で何回も清掃
した社員もいました。

現在、東芝グループでは、国連で採択された「ＳＤＧｓ」達成に向けた様々な取り組みを進めています。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、
会社として啓蒙やサポートを行っています。 

身近で手軽にでき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。 
これからも、コロナ禍収束までの間に何ができるか、収束後の「ニューノーマルな時代」の活動はどうあ

るべきかを考えながら、当社グループは引き続き清掃活動に取り組んでいきます。 

2020 年度の参加実績

全国で
22名、グ

ループの社員・家族が清掃活動に参加しました！
個人・家族

単位で身近な「ふるさと清掃」を実施
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で
の

ちょっと
いいこと！荒川

日
ゴミ拾い

1
①開会式
学生ボランティア企画集団NUTS
の司会進行のもと、事務局からの
あいさつで清掃イベントの幕が開
けました。荒川クリーンエイド・
フォーラムの藤森さんからも、ゴ
ミの分別等について説明していた
だきました。

②ラジオ体操
清掃活動の前に、「おらほのラジオ体操」で身体をほぐしました。

③清掃

④終了（おわりに）
参加者の上限となる50名で、可燃ごみ54袋、不燃ごみ27袋、ペットボト
ル790本、カン21袋、ビン12袋、家電製品を含む多数の粗大ごみを回収し
ました。

©OpenStreetMap contributors

10月24日、足立区千住新橋付近
の河川敷で、清掃活動を実施しま
した。
今年度は「感染症を正しく恐れる」
対策として、
①参加者数の上限を設定（50名）
②参加者名簿の作成
③受付時の検温実施　等
工夫を凝らしました。

概 要

コロナ禍で開催するかどうか迷いましたが、実行委員だ
けではなく、その知人友人の皆様、サポーターである学
生ボランティア企画集団 NUTS OB・OG 等、様々な方
に参加していただくことができ、開催してよかったと心
から実感しました！

事務局次長　久保 宜映

告知用チラシ

「荒川の河川敷で 50人がゴミ拾い」
毎日新聞、2020 年 10月 29日、朝刊、22面
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富 士 山 清 掃清清清清 掃掃掃掃山山山山士士士士富富富富富富
10月31日、NPO法人 富
士山クラブ主催の定例清掃
に参加しました。今回は静
岡県側で開催され、100名
を超える参加者が田子の浦
海岸を清掃しました。地元
からのみならず、首都圏や
愛知県など、遠方からの参
加者も多く見られました。 

概 要
①開会式
当日は雲一つない青空となり、天候に恵まれました。

②清掃
流木の間に散らばる細かなプラスチックごみを中心に黙々と、計150袋を回収
しました。

ごみ拾いやふるさと清掃運動会へ
の協力、子どもたちの見守りなどに
取り組んでいます。活動内容は特
に決めず、面白そうなことは何でも
やっていこうと思っています！

 　17 期代表　平澤 佑樹

学生ボランティア企画集団NUTS
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全国からのアクション報告

エム・エム ブリッジ株式会社

環境ボランティアサークル亀の子隊

中高生ボランティア団体 NEXUS

飯田橋 CARP
「ふるさと清掃運動 広島」
実施日：10 月 27 日（火）
場所：リョーコーセンタービル周辺（広島県広島市西区）
参加者数：19 名
ビル敷地内及び周辺公道のゴミ拾い
活動を実施。参加者一同、真剣に清
掃活動に取り組みました。

「西の浜クリーンアップ活動」
場所：渥美半島西の浜（愛知県田原市）

① 10 月 18 日（日）
　参加者数：78 名
ゴミの総重量 180kg。
大量の流木を集める。

② 11 月 15 日（日）
　参加者数：68 名
ゴミの総重量 190kg。
冷蔵庫の扉、ボウリング
の球もあった。

③ 12 月 20 日（日）
　参加者数：35 名
ゴミの総重量 220kg。
発泡スチロールの塊、
タイヤもあった。

① 10 月 18 日（日）
　場所：由比ガ浜（神奈川県鎌倉市）　
　参加者数：9 名
② 11 月 1 日（日）
　場所：片瀬東浜海岸（神奈川県藤沢市）　
　参加者数：13 名
 　 今回は弊団体のメンバーのみならず、弊団体

の卒業生と他団体から見学に来た参加者もい
ました。

③ 11 月 15 日（日）
　場所：逗子海岸（神奈川県逗子市）　
　参加者数：4 名

数年ぶりに逗子海岸での清掃活動を実施しました。
④ 12 月 13 日（日）
　場所：由比ガ浜（神奈川県鎌倉市）　
　参加者数：9 名
⑤ 12 月 20 日（日）
　場所：七里ガ浜（神奈川県鎌倉市）　
　参加者数：5 名
 　今夏以来久しぶりに七里ガ浜で実施しました。

「PSW Project」
実施日：10 月 24 日（土）
場所：隅田公園（東京都墨田区）参加者数：10 名
たくさんのゴミを拾うことができ、45 リットルの袋が 2 袋いっぱい
になるぐらい拾うことができました。

「保津川クリーン作戦／ふるさと清掃運動会」
場所：京都府亀岡市
① 10 月 18 日（日）／第 133 回　
　場所：西川　参加者数：143 名
1 時間ほどの活動で、20L 土嚢袋 24 袋分を回収することができた。
また当日、ドキュメンタリー映画「Plastic Love!」の撮影が行われた。

② 12 月 20 日（日）／第 134 回
　場所：愛宕谷川・保津川　参加者数：35 名
20L 土嚢袋× 20 袋のプラごみやタイヤ、バッテリー、塩ビパイプ、ホー
スなどを回収した。

ふるさと清掃運動会は、地方にも声をかけて行う全国的な活動
です。2020 年度は「連携再構築」を掲げ、新たな参加団体へ
の声掛けを行うとともに、これまでの参加団体との連携強化を
進めることとしました。その一環として実行委員が 2 団体を訪
問しました。

① 11 月 15 日（日）　
　 訪問先：環境ボランティアサークル亀の子隊
　 訪問者：山本事務局次長
② 12 月 20 日（日）　
　 訪問先：NPO法人プロジェクト保津川
　 訪問者：山本事務局次長・永井（NUTS OG）

当日はご厚意で「ふるさと清掃運動会」の幟の設置や、開閉会
式でふるさと清掃運動会の紹介時間をいただきました。また清
掃活動にも参加させていただきました。2 団体とも第 1 回（2007
年）からふるさと清掃運動会に参加いただいており、活動後の
インタビューでは「全国に仲間がいて心強い」「国民運動になる
ように期待しています」という声をいただきました。お忙しい中
ご協力いただき本当にありがとうございました！

NPO法人 プロジェクト保津川

ふるさとんが行く！（団体訪問）

（NUTS OG）
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ふるさとんからの団体紹介

第６回（2012年）ふるさと清掃
運動会から参加している

「IT SPORTS LEAGUE」につ
いて、これまで一緒に取り組んで
きたことを紹介するヨ！

IT SPORTS LEAGUEとは
　情報産業界（IT業界）の発展を目指し設立された IT SPORTS LEAGUE
は、IPI 軟式野球リーグ創設以来 30 年の歴史のあるリーグです。2011
年には、フジサンケイグループ広告大賞特別賞を受賞。野球からさらに
2002 年にサッカー、2008 年にテニス、2016 年にバスケットボールとフィー
ルドを拡げ、設立の趣旨にもとづくIT業界相互の親睦と参加企業の社員エ
ンゲージメントの向上への寄与を目的に活動しています。

ふるさと清掃運動会主催の清掃活動（荒川・

多摩川）に、IT SPORTS LEAGUE選手

を中心とした社員とその家族の皆さん

に参加いただいているヨ。これまで約

1,000 名もの皆さんが清掃活動に参加し

ているんだ！

清掃活動前に行われた「少年野球教室」で

は、くりくり少年軟式野球連合会とともに IT 

SPORTS LEAGUE の選手の皆さんが野球指導も

してくれたんだヨ！元プロ野球選手の皆さんも参加し

てくださって、生きたボールと鋭いスイングを目の当た

りにした子どもたちは尊敬のまなざしで見つめながら、一生懸命

指導を受けていたヨ。それにしても、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だったなぁ～。

もちろん午後の清掃活動にも一生懸命取り組んでくれて、河川

敷がとってもキレイになったんだ！スポーツで気持ちよく汗を流

し、楽しみながらゴミ拾いをする…まさしく清掃運動会だよね♪

　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。
　王貞治実行委員長も参加された第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。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。 （ＩＴスポーツ連盟事務局長　安部智子）

第６回ふるさと清掃運動会 in 荒川

第 11 回ふるさと清掃運動会 in 荒川

第９回ふるさと清掃運動会 in 多摩川  野球教室第８回ふるさと清掃運動会 in 荒川  野球教室

会場 IT SPORTS LEAGUE
関係者参加者数

第６回ふるさと清掃運動会 荒川 約 200 人
第 7 回ふるさと清掃運動会 荒川 約 200 人
第 8 回ふるさと清掃運動会 荒川 約 130 人
第 9 回ふるさと清掃運動会 多摩川 約 110 人
第 10 回ふるさと清掃運動会 荒川 約 80 人
第 11 回ふるさと清掃運動会 荒川 約 100 人
第 12 回ふるさと清掃運動会 荒川 約 70 人
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概 要

第14回ふるさと清掃運動会報告会

2月13日、「環境は心だ」〜未来に向け
て振り返る激動の2020年〜 をオン
ライン上で開催しました。

開会までの待機画面。
オンライン開催のため、事務局側で、参加される方が聞き
やすくなるよう、工夫を凝らしました。

事務局作成のオープニング動画で報告会はスタートし、事務局からは、
荒川清掃、富士山清掃、全国一斉清掃、全国ネットワーキング活動の報
告を実施しました。コロナ禍に配慮した清掃活動の取り組み方やふるさ
と清掃運動会の役割である「プラットフォーム」機能の強化に資する取
り組みについて紹介しました。

例年のように大勢で集まっての報告会兼懇親
会が出来なかった分、報告の内容を充実させ
ることを意識し、報告者の皆様に事前に作成
していただいた資料を投影して進行しました。
前例のない取り組みでしたが、当日は20名
を超える方にご参加いただくことができ、ま
さに「報告会」としての機能を存分に果たす
ことが出来たのではないか、と感じました。
ご協力いただいた皆様、本当にありがとうご
ざいました。� （事務局次長　久保宜映）

また、全国ネットワーキング活動の一環として、環境ボランティアサーク
ル亀の子隊より活動が始まったきっかけから現在の取り組みまでご報告
いただきました。多くの写真をもとにご紹介いただき、現場の様子が伝
わってくる大変興味深い内容でした。

東芝デジタルソリューションズ株式会社、NPO法人�荒川クリーンエイ
ド・フォーラム、学生ボランティア企画集団NUTSからも、今年度の
活動報告を行いました。企業・NPO・学生団体という様々な立場での
環境アクションについて情報共有ができました。
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第 14 回ふるさと清掃運動会より事務局長を務めております野口邦彦です。
2020 年度は言わずもがな困難な１年でした。全国各地の団体が活動実施

可否の判断に苦慮されたものと推察致します。コロナ禍は行動様式や価値観
等、様々なものに変革を迫りました。

現在も終息は見通せませんが、新たなスタイルを試行錯誤することを通じ
て、ふるさと清掃運動会は様々な状況に対応できる組織に進化したと考えて
おります。取り巻く環境に柔軟に対応して、「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す」という普遍的な理念を追求して
まいりたいと思います。

みなさんの知識・経験・ネットワークを繋ぎ合わせて、大きな運動にしていくことが私の仕事であると考えて
おります。また、これまでの繋がりを大事にするとともに、新たな協力者を募り、プラットフォーム機能を強
化していくことにも尽力してまいります。SDGs やカーボンニュートラル等、環境問題に関する社会的な機運の
高まりも見受けられます。ICT 活用により、繋がることができる範囲も拡大しています。

前向きに、楽しく、環境アクションを継続していきましょう！
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およそ27万人！

ふるさと清掃運動会 開催実績

編集後記
2020 年 2 月、野口事務局長率いる新体制が発足し、

さらなる活動の盛り上がりが期待されていた。一方、
新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、4 ～
5 月には日本全国に緊急事態宣言が出され外出自粛
などが求められた。6 月からは定期的に実行委員会

（オンライン含む）を開催し、感染状況を注視しな
がら新しい生活様式に対応した活動を模索した。10
月には主催イベントである荒川清掃・富士山清掃を
小規模ながら実施、また連携再構築を目指して 2 団
体の活動現場を訪れた。さらに 12 月には全国一斉
清掃を開催、個人でも気軽に取り組めるアクション

が全国で展開された。2021 年 2 月、初のオンライ
ン報告会を開催。オンラインならではの特徴を生か
し、1 年間の成果を振り返った。そして、学生ボラ
ンティア企画集団 NUTS の協力のもと、激動の 1
年間をまとめた報告集が完成した。

新型コロナウイルスの影響を大きく受けた 1 年間
だったが、全国ネットワーキング活動や全国一斉清
掃など、新たな企画を実施することができたのは大
変意義がある。この 1 年の苦労や得たものを無駄に
することなく、これからも活動を続けていきたい。

 （事務局次長　山本浩也）

事務局長より
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