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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、気候変動対策等、環境問題に対
する社会的関心が高まっています。ESG 投資への関心の高まり等、環境問題対策は企業活動にも影響を与える要素と
なっています。これらのテーマは世界的なものではありますが、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 15 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。第 15 回においては英国・
米国においても取組みがなされました。

2020 年から引き続きコロナ禍により
活動が制限される状況ではありますが、

「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（高野連元会長、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（元ふるさと清掃運動会事務局長）

野口　　和（富士山大好き・百人の会　委員・幹事）
事 務 局 長 久保　宜映（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）
事 務 局 次 長 山本　浩也（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）

野口　邦彦（学生ボランティア企画集団 NUTS OBOG 会 会長）
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）
藤森　夏幸（荒川クリーンエイド・フォーラム）
石坂　政俊（富士山クラブ理事）
白石　テル（T&X 代表）
遠藤　賢二（毎日新聞社）
竹内　啓士（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）
吉原　大希（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）
酒井　将志（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）
平澤　佑樹（学生ボランティア企画集団 NUTS OB）
牧野　杏実（学生ボランティア企画集団 NUTS 18期代表）
学生ボランティア企画集団 NUTS 18 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
学生ボランティア企画集団 NUTS
一ツ橋ライオンズクラブ

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
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およそ27万人！

ふるさと清掃運動会 開催実績
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「ふるさと清掃運動会」への参加方法

ふるさと清掃運動会×
ふるさと清掃運動会はふるさとの山、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 年、全国の市民、学生、企業で働く人たちに呼びかけ、毎年 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。
全国の大小問わない環境アクションのプラットフォームとしての機能を高め、活動内容を共有
していくことで、全国各地の取組みを相互に知るとともに刺激を与えあい、様々な環境アク
ションが展開されていく好循環を醸成していくことを目指しています。このエコネットワーク
を発展させていくことは、 のうち特に以下の４つのゴール達成に資すると考えています。

全国の環境アクションのプラットフォームとして機能するだけではなく、ふるさと清掃運動会
の主催イベントも との関連があります。例えば、定例的に実施している荒川清掃は
「 海の豊かさを守ろう」、富士山麓での清掃活動は「 陸の豊かさも守ろ
う」の達成に資する活動です。また、 年より実施している全国一斉清掃は活動フィール
ドを限定しておらず、複数の 項目をカバーします。一人ひとりの活動は決して大きなも
のでなくても、お互いの活動内容を知り、称え合い、みんなで前進していくことでより良い未
来を創ることができると考えます。ともに歩んでいきましょう。

６６．．安安全全なな水水ととトトイイレレをを世世界界中中にに
住住みみ続続けけらられれるるままちちづづくくりりをを
海海のの豊豊かかささをを守守ろろうう
陸陸のの豊豊かかささもも守守ろろうう

新型コロナウイルス感染拡大防止・安全確保・環境保全の観点から、
以下の点に留意してアクションを企画・実行しましょう。

ふるさとんから１０のお願い
ふるさと清掃運動会 実施ガイドライン （２０２０年９月１日制定）

◆ アクション企画時 ◆

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。

◆ アクション参加・実行時 ◆

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。

1

3

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。

4

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。

5

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。

6

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。

7

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。

8

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。

9

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。

10

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。

2

みんなで協力して、
素晴らしいふるさと清掃運動会にしようヨ！

ふるさと清掃運動会実行委員会

「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。

▼
【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。

▼
【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右記の点に留意して 
取り組みましょう。
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全国一斉清掃
P.6～7

荒川清掃
P.10

江の島清掃
P.11

富士山清掃
P.11

近畿地方

海外

その他

中国地方

四国地方九州地方

全国活動場所一覧
合  計

293件
1929名

第15回ふるさと清掃運動会

●三重県	 （件）	 （名）
津市 個人 1 1

●滋賀県	 （件）	 （名）
大津市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 12

●京都府	 （件）	 （名）
京都市 個人 1 1

●大阪府	 （件）	 （名）
大阪市 特定非営利活動法人 MSISK 2 36
その他 東芝デジタルソリューションズグループ 1 8

●兵庫県	 （件）	 （名）
西宮市 特定非営利活動法人 MSISK 兵庫県支部 1 5
西脇市 個人 2 2
その他 東芝デジタルソリューションズグループ 1 1

●奈良県	 （件）	 （名）
大和郡山市 個人 3 3

●和歌山県	 （件）	 （名）
和歌山市 個人 5 7

●イギリス	 （件）	 （名）
バーミンガム 個人 1 1
マンチェスター 個人 1 1
ロンドン 個人 2 2
カンタベリー 個人 1 1

●アメリカ	 （件）	 （名）
カリフォルニア州 個人 29 29

●全国で実施	 （件）	 （名）
ヘブボラ八王子 1 25

●地球のどこか	 （件）	 （名）
38 38

●広島県	 （件）	 （名）
廿日市市 個人 1 1
広島市 エム・エム ブリッジ株式会社 2 24

●愛媛県	 （件）	 （名）
今治市 個人 1 3

●大分県	 （件）	 （名）
宇佐市 個人 1 1
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全国一斉清掃
P.6～7

荒川清掃
P.10

江の島清掃
P.11

富士山清掃
P.11

北海道地方

東北地方

中部地方

関東地方

●宮城県	 （件）	 （名）
角田市 個人 8 8
仙台市 東北福祉大学　地域安心安全ボランティア

Team ZERO 1 10

●山形県	 （件）	 （名）
山形市 美しい山形・最上川フォーラム 1 46
酒田市 美しい山形・最上川フォーラム 1 50
西置賜郡小国町 美しい山形・最上川フォーラム 1 50

●福島県	 （件）	 （名）
南相馬市 個人 6 6
伊達市 個人 2 2
福島市 個人 3 3
いわき市 個人 1 1
相馬市 個人 7 7

●新潟県	 （件）	 （名）
上越市 個人 1 1

●富山県	 （件）	 （名）
砺波市 富山応援隊 1 7

●山梨県	 （件）	 （名）
富士河口湖町 富士山クラブ 2 79

●静岡県	 （件）	 （名）
浜松市 個人 3 3
富士市 株式会社井出組 1 131

●愛知県	 （件）	 （名）
田原市 環境ボランティアサークル亀の子隊 3 226
名古屋市 個人 3 3

東芝デジタルソリューションズグループ 1 1

●埼玉県	 （件）	 （名）
さいたま市 個人 31 31

東芝デジタルソリューションズグループ 1 2
新座市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 1
春日部市 個人 1 1

●千葉県	 （件）	 （名）
千葉市 個人 1 1

千葉愛の教会 25 83
成田市 個人 1 1
習志野市 千葉愛の教会 2 2
流山市 個人 8 8
市川市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 2

●東京都	 （件）	 （名）
江東区 個人 13 49
江戸川区 個人 1 2
新宿区 個人 2 2
品川区 東芝デジタルソリューションズグループ 1 11
三鷹市 個人 22 22
立川市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 3
台東区 個人 12 12
渋谷区 学生ボランティア企画集団 NUTS 1 16
豊島区 個人 2 2
文京区 個人 1 1
町田市 東芝デジタルソリューションズグループ 5 8
八王子市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 4
日野市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 2
足立区 ふるさと清掃運動会 1 70
葛飾区 NPO 法人荒川クリーンエイド・フォーラム 1 16
港区 神明子ども中高生プラザ 1 12
中野区 個人 1 1
その他 東芝デジタルソリューションズグループ 2 14

●神奈川県	 （件）	 （名）
横浜市 個人 1 3
川崎市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 38
藤沢市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 15

cleanerz/ くりーなーず 1 5
学生ボランティア企画集団 NUTS 1 32

横須賀市 NPO 法人湘南クリーンエイドフォーラム 1 161
逗子市 東芝デジタルソリューションズグループ 1 20
鎌倉市 NPO 法人湘南クリーンエイドフォーラム 1 438

●北海道	 （件）	 （名）
札幌市 東芝デジタルソリューションズグループ 2 2

2020年度

1929名

735名

2021年度
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全国一斉清掃2021全国一斉清掃2021

朝アルバイト先に向かう途中の 15 分でゴミ拾い。
沢山は拾えなかったがちょっとした時間でもゴミ
拾いができることに気づいた！

この清掃に参加して以降毎日休まずに早朝ごみ拾
い散歩を単独で継続するようになり、いいきっか
けとなった。

前回このイベントに参加してからゴミに目が行く
ようになった。仕事で通る通路に落ちていたゴミ
を拾った。

やはりゴミ拾いをすると気持ちがいい！基本的に
きれいな場所だったため、ゴミがあると目立って
いた。

参加者
   計 536名

夏開催（8/11～ 8/22）　49件 115名

参加地域一覧
北海道 札幌市
千葉県 成田市、千葉市、習志野市
東京都 江東区、江戸川区、新宿区、品川区、

三鷹市、立川市
神奈川県 藤沢市、横浜市、逗子市

愛知県 名古屋市
奈良県 大和郡山市

和歌山県 和歌山市
広島県 廿日市市、広島市

海外 イギリス バーミンガム、
イギリス マンチェスター
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全国一斉清掃2021全国一斉清掃2021 「全国一斉清掃」は「一人でも気軽にできる環境アクション “ゴミ拾い ”を通してコロナ禍でも全国でつながろう！」
という思いのもと、2020年冬に始まりました。日時や場所にとらわれず、期間内の好きな日時に好きな場所でゴミ拾い

を行い、所定のフォーム等に投稿することで参加できるイベントです。コロナ禍の影響が続く2021年も夏と冬の2回にわたり開
催しました。
夏（8月11日～22日）は個人でも参加しやすいようゴミ拾いから報告までの動画を作成し、SNSへ掲載し参加を呼び掛けました。

その結果、活発な前線の活動により悪天候となった地域が多かったものの、49件 115名の方々にご参加いただきました。
冬（11月 27日～12月31日）は従来のフォームやメールでの報告に加え、ごみ拾い SNS「Pirika（ピリカ）」にイベントページ

を作成しハッシュタグを活用するなど、誰でも気軽に参加していただけるような仕組みを採り入れるとともに、10月の集中月間へ
の参加呼びかけを行う際に作成した団体リストを用いた全国へのメール告知、11月 27日「荒川清掃」をキックオフイベントと位
置づけ参加者への呼び掛けなどを行い、「参加人数1000名、47都道府県から参加」を目標に取り組みました。その結果、目標に
は届かなかったものの、海外を含む全国各地から224件 421名の方々にご参加いただきました。� （事務局次長　山本浩也）

概 要

旅のついでにちょっぴりごみ拾い！大好きな京都
に少しですが恩返しができた！

秋は落ち葉の量が多いため、熊手等を利用するこ
とで効率的に大量の収集ができるように工夫して
いる。

さいたま合同庁舎周辺でゴミ拾い。近隣の散歩さ
れている方からご苦労様と声をかけられ、とても
気持ちの良い活動が行えた。

最寄りのバス停周辺で落ち葉の清掃を実施。今年
は竹ぼうきを購入し清掃作業が短時間で終わった。

子供たちが街に捨てられたゴミに疑問を持ってい
たことや近隣住民からの声掛けもあり、清掃活動
を実施した。

冬開催（11/27 ～ 12/31）　224件 421名

参加地域一覧
北海道 札幌市
宮城県 角田市
福島県 南相馬市、相馬市、伊達市、

いわき市、福島市
埼玉県 さいたま市、春日部市、新座市
千葉県 市川市、流山市
東京都 江東区、台東区、三鷹市、渋谷区、

豊島区、文京区、新宿区、町田市、
日野市、八王子市

神奈川県 川崎市
新潟県 上越市
富山県 砺波市
静岡県 浜松市
愛知県 名古屋市、田原市

三重県 津市
滋賀県 大津市
京都府 京都市
大阪府 ーー
兵庫県 西脇市
奈良県 大和郡山市

和歌山県 和歌山市
広島県 広島市
愛媛県 今治市
大分県 宇佐市

海外 アメリカ カリフォルニア州、
イギリス ロンドン、
イギリス カンタベリー
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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 15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。
その後、全国の支社・支店とグループ会社に広

く呼びかけ、参加者も増え、今では当社グループ
の一大イベントになっています。
しかし昨年に引き続き今年もコロナ禍であるこ

とから、感染拡大防止の観点で「個人」や「家族」
単位での参加を呼び掛け、活動を行いました。ま
た職場単位での活動も一部再開し、職場周辺で感
染防止に配慮し少人数で実施しました。
「個人」単位での活動が主体となることで今年
の参加者は昨年より増えるか心配でしたが、夏冬
合わせて計１００名の社員、家族、友人が参加し、
自宅付近の海岸、公園、駐在先の顧客様のオフィス
ビル周辺、最寄り駅周辺など様々な場所で清掃活
動を行いました。

この方針に則り、弊社では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啓蒙やサポートを行っています。
身近で手軽に、自分ができることから始めた様々な活動が、現在では大きな “ 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、「With コロナ」「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。

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 参加者累計推移

東芝グループサステナビリティ基本方針
東芝グループは、「人と、地球の、明日のために。」という経営理念の主文および「私たちの存在意義」の原点となる「世界をよりよい場所にしたい」
という変わらぬ想いのもと、事業を通じてさまざまな社会課題の解決に寄与し、社会の発展に貢献します。
短期的な利益のみを追求するのではなく、東芝グループの企業活動が社会に与えるインパクトを長期的に考え、特定した重要課題（マテリアリティ）
に取り組みます。
「東芝グループ行動基準」に基づき生命・安全とコンプライアンス（法令、社会規範、倫理の遵守）を最優先に、ステークホルダーの皆さまと連携し
ながら、企業価値向上にむけて以下のサステナビリティ経営を推進します。
なお、推進にあたっては、国際的な規範や有識者の意見も確認した上で、責任ある判断を行います。

(1)��東芝グループがこれまで培ってきた発想力、技術力、品質力を結集し、人々の暮らしを豊かなものにする製品・サービスを提供することにより、
社会の持続的発展に貢献します。

(2)�様々な地球環境問題の解決にむけて、東芝グループのバリューチェーン全体を通じた環境負荷低減に積極的に取り組みます。
(3)��国際的に提唱されている人権に関する原則を支持し、お客様、株主様、従業員をはじめとする東芝グループの企業活動に関わるすべてのステー
クホルダーの人権を尊重します。

(4)�全ての調達取引先様とともに、人権・環境などに配慮した持続可能な調達活動を推進します。
(5)�東芝グループが持続的に成長するために、サステナビリティ経営を推進する体制を整備し、長期的視点を企業経営に組み込みます。
(6)��ステークホルダーとの建設的な対話を促進するため適切な情報開示に努め、すべてのステークホルダーから信頼される企業をめざします。

� 2021 年 10月 21日

人と、地球の、明日のために。

 

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 
当社グループは、2007 年の第１回の活動から、今年の第１５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。 
その後、全国の⽀社・⽀店とグループ会社に広く呼びかけ、参加者も増え、今では当社グループの⼀⼤イベントになっています。 

 

 しかし昨年に引き続き今年もコロナ禍であることから、感染拡⼤防⽌の観点で「個⼈」や「家族」単位での参加を呼び掛け、 
活動を⾏いました。また職場単位での活動も⼀部再開し、職場周辺で感染防⽌に配慮し少⼈数で実施しました。 
「個⼈」単位での活動が主体となることで今年の参加者は昨年より増えるか⼼配でしたが、夏冬合わせて計１００名の社員、 
家族、友⼈が参加し、⾃宅付近の海岸、公園、駐在先の顧客様のオフィスビル周辺、最寄り駅周辺など様々な場所で清掃 
活動を⾏いました。 

２０２１年夏冬集中期間清掃活動          
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告知用チラシ

「荒川河川敷で 70⼈ごみ拾い」
毎⽇新聞、2021 年 12⽉４⽇（⼟）、

朝刊、22⾯

ふるさと清掃運動会では、毎年秋に荒川河川敷で1,000名規模の清掃活動を実施しており、
今回で11回目を迎えます。これまでに累計で6,500名以上が参加してきました。今年度
は昨年に引き続き、感染症対策として100名を上限として参加者を募集し、足立区千住大
川地区、荒川右岸において清掃活動を実施しました。開催時期については、例年10月とし
ていますが、今年度は感染症の流行の時期を考慮し、2021年 11月 27日（土）に実施し
ました。例年より寒い中での開催となりましたが、参加者約70名が漂着ゴミを回収しました。
昨年度よりもゴミの量が多く、大変拾い甲斐があったとの声が多く聞かれました。
開催に当たっては、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所様、足立区様の後援を
頂戴するとともに、企画・当日の運営に至るまで、荒川クリーンエイド・フォーラムさんに
ご協力いただきました。参加者の皆様、ご後援・協力いただいた各所・団体様に、この場を
お借りしまして改めて御礼申し上げます。
また、学生ボランティア企画集団NUTSの卒業生としての立場から申し上げると、本イベ
ントには毎年多くのNUTSOB/OGが参加しており、「サークルの年一の同窓会」のような
位置づけとしても貴重な機会であると感じています。今後とも、単なる清掃のみの意味に留
まらない荒川清掃を、継続してまいりたいと考えています。� �（事務局長　久保宜映）

受付・開会式
学生ボランティア企画集団NUTS現役・OBOGが協力して、最寄駅からの参加者誘導、幟の
設置を行うとともに、受付では感染症対策として、検温や消毒を実施しました。また、開会

式では、事務局長と亀山顧問、参加団体からの
挨拶に引き続き、荒川クリーンエイド・フォーラ
ムから諸注意と分別説明に加えて、「調べるゴミ
拾い」の実施アナウンスとその背景についても
お話しいただきました。その後、NUTSの自己
紹介を行い、最後に全員で「おらほのラジオ体操」
で体を温めてからゴミの収集へ向かいました。

閉会式・成果発表
清掃場所と閉会式の場所が離れていたため、清掃終了後、集合写真を撮影して
から移動し、閉会式を行いました。参加者からは「大変拾い甲斐があった」との
声が多数聞かれました。最後に山本事務局次長から、この日にスタートした「全
国一斉清掃2021冬」のイベント告知を含めて挨拶があり、閉会となりました。
清掃活動の成果は、可燃ごみ 84袋、ペットボトル 68袋（約 2,000 本）、
不燃ごみ3袋、カン22袋、ビン11袋で、自転車・棚などの粗大ごみも多数
回収しました。

荒川清掃

富士山清掃

江の島清掃
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ふるさと清掃運動会では、共催団体である
NPO法人富士山クラブ主催の定例清掃への参
加を毎年行っています。富士山クラブは、山
梨県・静岡県両県の富士山麓の清掃活動に加
え、エコツアーや教育活動といった様々な環境
アクションによって、富士山の自然環境保護に
取り組んでおられます。定例清掃はこれまで
に1,000回以上実施され、累計7万人以上が
参加、850トンを超えるゴミを回収しました。
産業廃棄物が不法投棄されたものも多く、他所
とは異なる種類のゴミに出会うことも大きな特
徴であると言えます。当運動会としても、富士
山が活動の原点であり、継続して参加していま
す。（当会キャラクター、ふるさとんの右耳に
も富士山が乗っています）今年度は2021年
11月 7日（日）に山梨県で開催された定例清
掃に、久保が参加しました。

学生ボランティア企画集団NUTS�18期の初めてのイベント企画として、2021年 10月 31日（日）に片瀬西浜海水浴場で
江の島海岸清掃を行いました。このイベントでは、日本財団・環境省共同実施の「海ごみゼロウィーク2021」へ活動報告する
ために、全員が青いものを身に付けています。
コロナ禍でなかなか活動が難しかったのですが、多くの方に参加していただきました。特に、高校生・大学生等の若い方が多かっ
たことが印象的でした。主旨であるゴミ拾いでは、予想していたような大きいゴミは少なく、細かくなったプラスチックが多かっ
たです。この海岸清掃を通して、環境問題への理解がより深まり、社会貢献につながる活動が実施できたと思います。また、イベ
ント参加者や地域の公共団体など、イベントに関わってくださる方々と新たに協力関係を築くことができ、楽しくゴミ拾いをする
ことができました。

成 果
もりの学校で開会式を実施した後、鳴沢村の紅葉台地区の国道139号沿いから中へ進み、森の中を清掃しました。不法投棄さ
れた産業廃棄物が主な清掃の対象です。綺麗な紅葉の下には、多くのゴミが隠されています。大部分は年月の経過とともに、細か
く砕かれており、小さな破片を手で集める作業が主であったことから、ゴミとの闘いが長期に渡るものであることを実感しました。
また、当日は大人だけでなく親子連れや、地元の中学生も活動に参加しており、幅広い年代に環境アクションが広がっており、
頼もしく感じました。今後とも、富士山の清掃活動に当会として協力してまいります。� （事務局長　久保宜映）

学生ボランティア企画集団NUTS は 18年前、24時間テレビ「富士
山をきれいにするプロジェクト」で学生スタッフへの参加をきっかけに
発足しました。社会経験の浅い未熟な学生がボランティアを通じて一緒
に成長していく、これがNUTSの団体名の由来です。
現在の活動内容は、ミーティング代わりの月イチ清掃、毎週月曜日の
インスタ投稿、ふるさと清掃運動会への参加、イベント企画、他団体の
活動への参加など、ゴミ拾いに限らず活動しております。
� （学生ボランティア企画集団NUTS18 期）

学生ボランティア企画集団
NUTS

荒川清掃

富士山清掃

江の島清掃
荒川清掃

富士山清掃

江の島清掃

Twitter Instagram

11



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

ぐるり富士山風景街道一周清掃実行委員会
（富士山クラブ）

美しい山形・最上川フォーラム
実施日：8月 19日（木）、12月 9日（木）
場所：リョーコーセンタービル周辺（広島県広島市西区）
参加者総数：24名（各日 12名）

ビル敷地内及び周辺公道のゴミ拾い
活動を実施。�
今後もこのような清掃活動を通じて
地域貢献に努めて参ります。

「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 10日（日）　�
参加者総数：104名
ゴミの総重量�300kg�
ペットボトルのキャップ
の数 456個。�
陸から不法投棄された複
数のタイヤがあった。

② 11月 21日（日）�
参加者総数：70人
ゴミの総重量 220kg�
キャップの数 539個。�
直径 60cm、長さ 5mほ
どの大きな黒い管が 2本
あった。

③ 12月 19日（日）�
参加者総数：52名
ゴミの総重量 350kg　
キャップの数 400個。�
たくさんのペットボト
ル、漁業用の浮き球、大
きなプラスチック片、など
があった。�
地元以外からの参加者がいることは嬉しいことである。

実施日：10月 9日（土）
場所：国道 139号精進民宿村～旧上九一色中学校付近�
� （山梨県富士河口湖町）
参加者総数：58名
2トントラック 2台分のごみ回収。一周清掃実行委員長の野口健（富
士山クラブ理事長）も参加し、富士山麓の国道 139号沿いのごみを回
収。観光客をごみのない富士山麓にお迎えできるよう、そしてポイ捨
てが増えることがないようパトロールと啓発を行っていく。

「海岸漂着物問題啓発事業」
①実施日：10月 9日（土）
場所：ショッピングセンター�
　　　アスモ（山形県小国町）
参加者総数：50名
再生可能エネルギーを考えるイベ
ント「再エネフェス」での海岸漂
着物問題啓発事業の一環として、砂浜のジオラマを使ったマイクロプ
ラスチック回収体験と、ペットボトルのふたを使ったキーホルダーづ
くりワークショップなどを行いました。

②実施日：10月 16日（土）
場所：海洋センター外イベント会場（山形県酒田市）
参加者総数：50名
海の環境について考えるイベント「海のマルシェ」での海岸漂着物問
題啓発事業の一環として、繰り返し使える木のカトラリーづくりワー
クショップ、海と川のゴミ標本展示を行いました。

「スポ GOMI 大会」
実施日：10月 23日（土）
場所：山形ビッグウィング�
　　　（山形県山形市）
参加者総数：46名
令和 3年やまがたハイブリッド環境
展協賛イベントとして、内陸域と海岸をオンラインでつなぎ、環境活
動にスポーツの要素を加えたゴミ拾いを実施し、海岸漂着物の現状に
も触れてもらう機会を作りました。

「2021 年地域清掃大行動」
実施日：11月 6日（土）
場所：「ふじのくに田子の浦みなと公園」周辺の海岸�
　　　（静岡県富士市）
参加者総数：131名
「地域清掃大行動」は、今年で 12年
目の取り組み。今年も静岡県の「プ
ラスチックごみ 6R 県民運動」に賛
同登録し、田子の浦みなと公園周辺
の海岸砂浜でプラスチックや紙ごみ
等の清掃を行った。協力会（井出組
信栄会）の取引業者からの参加も多
数あり、100人を超える規模で実施
することができた。

「夜間防犯パトロール兼地域清掃活動」
実施日：10月 26日（火）
場所：東北福祉大学周辺�
　　　（宮城県仙台市青葉区）
参加者総数：10名
私たちは日頃から東北福祉大学近辺
において防犯パトロールの「ナイト
パトロール」を行っています。大型
のゴミ袋 2袋分が回収され、普段歩
いている道でも、意識すればかなり
のゴミが落ちていることに気づかさ
れました。また活動中に散歩中の人
に声をかけられ、非常に感謝されま
した。今後も清掃活動を行いながら、
防犯パトロールを行い、犯罪とゴミ
が「0」の町を目指したいと思います。

株式会社井出組

東北福祉大学 地域安心安全ボランティア Team ZERO
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全国ネットワーキング活動

「10/30 全国一斉オンラインごみ拾い」
実施日：10月 30日（土）
場所：全国どこでも
参加者総数：25名
オンラインで全国各地を繋ぎ、
ごみ拾いを実施しました。

「ビーチクリーン駅伝 2021」
実施日：10月 2日（土）他
場所：神奈川県湘南エリア全域
参加者総数：161名

「All Ocean-lover’s Beach-clean 2021」
実施日：11月３日（水）
場所：神奈川県鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、小田原市の13会場
参加者総数：438名

「荒川クリーンエイド in 葛飾」
実施日：10月 16日（土）
場所：�葛飾あらかわ水辺公園�

（東京都葛飾区）
参加者総数：16名
かなりのごみが溜まっていました
が、およそ 1時間の活動でだいぶキレイにできました。細かいごみが
残っていたり、溜まりやすいところなので、また日を空けて実施した
いと思います。

「第 2 回甲子園浜クリーン活動」
実施日：10月 6日（水）�　　参加者総数：5名
場所：甲子園浜海浜公園（兵庫県西宮市）

「①第 110 回定期環境美化活動」 
「②第 111 回定期環境美化活動」
実施日：①10月9日（土）、②10月24日（日）
場所：①②大阪府大阪市天王寺区��参加者総数：①14名、②22名

「100 日間ごみ拾い FINAL」
実施日：10月 9日（土）
場所：�稲毛海浜公園（千葉県千葉市）
参加者総数：58名
台風の影響もあり、1週間前は木枝の
漂着物が多く見られた稲毛の海岸です
が、当日は、秋風が心地よく漂う穏や
かな気候でした。今回も事前に海洋ご
みの問題をレクチャーさせていただく
時間を持ち、参加された方々と問題を
共有する時間を持った上で、ごみ拾い
を実施しました。回収したごみの量は
可燃 15袋、不燃 6袋でした。

「ハロウィン行進隊」
実施日：10月 29日（金）
場所：�プラザ神明周辺（東京都港区）
参加者総数：12名
子どもたちは皆夢中になってゴミ拾いを
しており、道がきれいになると嬉しそう
にしていました。これからも多くの子ど
もたちと定期的に清掃活動に取り組みた
いです。

ヘブボラ八王子

NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム

特定非営利活動法人 MSISK　兵庫県支部

特定非営利活動法人 MSISK

千葉愛の教会、プロデザインスタジオ 神明子ども中高生プラザ

全国の様々な団体に、10 月のふるさと清掃運動会集中月間
における環境アクションをエントリーしていただくため、
「全国ネットワーキング活動」を実施しました。これは全国
で環境アクションを実施している団体をリサーチ、ふるさ
と清掃運動会事務局からお声掛けをして、新たな関係性を
構築、環境アクションのネットワークを広げていく活動で
す。学生ボランティア企画集団NUTSのメンバーにも協力
していただき、大学ボランティアセンターや学生団体、清
掃活動やその他環境関連の取組みをされている団体をピッ
クアップし、36 都道府県、100 団体以上にアプローチしま
した。また、能動的な情報発信の一環として SNS（Twitter、
Instagram）を例年以上に活用しました。その結果、昨年
よりも多くの団体にエントリーしていただくことができま
した。さらに、全国一斉清掃や荒川清掃、報告会等の各種
イベントへの参加呼びかけの際にも全国ネットワーキング
活動を活用しました。引き続き、ふるさと清掃運動会のプ
ラットフォーム機能を高めていくために、全国各地の団体
との繋がりを築き、発展させていきます。
� （事務局次長　野口邦彦）

ぜひフォロ
ーしてくださ

い！

「集中⽉間への参加呼びかけリーフレット」

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。

ふるさと清掃運動会は、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。2021年で15年目を迎え、これまでに賛同し、行動した全国
の市民、学生、企業の方々はおよそ27万人となりました。

ふるさと清掃運動会とは？

参加方法は簡単です！

【【活活動動前前】】

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
事務局にエントリーし

てください！
事務局より計画内容を
ホームページを通じて
全国に知らせます

【【今今後後のの事事務務局局主主催催イイベベンントト予予定定】

1100月月 富富士士山山清清掃掃

1111月月 荒荒川川清清掃掃
1111月月～～1122月月 全全国国一一斉斉清清掃掃

【協賛】東芝デジタルソリューションズ株式会社、IT SPORTS連盟
【協力】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、全国川ごみネットワーク、学生ボランティア企画集団NUTS

ふるさと清掃運動会

【【活活動動後後】】

活動内容と写真を事務局に
お送りください！
報告集にまとめて参加団体
にお送りします。

2020年度版報告集⇒

「ふるさと清掃運動会」と検索！

Instagram Twitter

13



ふるさとんからの団体紹介

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！王貞

治実行委員長も参加された第８回ふるさと清掃運動会からは、

くりくり少年軟式野球連合会と少年野球教室を共催している

ヨ。清掃活動前に行われた少年野球教室では、IT SPORTS 

LEAGUE の監督や選手の皆さんも一緒に野球指導をしてく

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回ふるさと清掃運動会のことです。東芝デジタルソ
リューションズ様や亀山久雄様（元・ふるさと清掃運動会実
行委員会事務局長、現・ふるさと清掃運動会実行委員会顧問）
にお声掛けいただいたことがきっかけでした。その後、継続的
に参加し、これまで約 1,000 名の IT スポーツ連盟関係者が清
掃活動（荒川・多摩川）に参加しました。新型コロナウイルス
感染症拡大により、IT スポーツ連盟の活動自体に制約がかか
る状況が続いています。難しい環境下においても、IT スポー
ツ連盟として引き続き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９回ふるさと清掃運動会 in 多摩川  野球教室

第 15 回ふるさと清掃運動会の荒川清掃には IT スポーツ連盟事務局の皆さんが参加して
くださったヨ！事務局長の安部様には開会式でご挨拶をしていただいたヨ。一緒に清掃
活動に取り組めて嬉しかったなぁ～！

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
第 15回ふるさと清掃運動会 荒川 約 5人（事務局のみ参加）

※第13回�悪天候順延に伴い不参加／第14回�新型コロナの影響により不参加
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第15回ふるさと清掃運動会報告会

第 15 回ふるさと清掃運動会の事務局長を務めております久保宜映です。
2021 年も前年に引き続き、様々な制約がかかる中での活動となりました。
今年度のふるさと清掃運動会は「プラットフォーム機能を強化する」ことをテーマとして掲げ

ました。環境アクションは、きっかけさえあれば誰でも始めることができる一方で、自分一人で
はなかなか一歩踏み出せない、そのような特性を持っていると思います。行動に制約がかかる今
だからこそ、全国の、いや全世界の環境アクションを共有し、活動の輪が広がっていく、当会が
そのような運動会になることを意図したものです。
実際にコロナ禍ならではの活動として、事務局や実行委員会では東京のみならず、関西やイギリスをオンラインで結

び、毎月のミーティングを実施しました。また、昨年より開始した「全国一斉清掃」では、北海道から九州に至るまで
の全国各地、さらにはアメリカやイギリスからの環境アクションもありました。集中月間のエントリーや荒川清掃も、
制約がある中で対策を講じながら、取り組むことができたと感じております。
次年度以降も、コロナ禍を経験したからできるようになったことを意識し、皆様と一緒に前向きに楽しく、環境アク

ションに取り組んでまいります !

2022 年 2月 19日（土）、第 15回ふるさと清掃運動会報告会をオンライン（Zoom）にて開催し、
18 名が参加しました。今回のタイトルは『つなごう “環境 ”の環（わ）�～伝えよう！新しい時
代の環境アクション～』です。この1年間の活動を総括するとともに、参加団体からの活動報告
やグループワークを通してこれからの環境アクションについて考えていくことを目的としました。
久保事務局長の挨拶で開会。SDGsを交えながらふるさと清掃運動会の概要を紹介した後、

主催イベントである「富士山清掃」「荒川清掃」「全国一斉清掃」「全国ネットワーキング活動」
について事務局から報告しました。また、7つの団体・企業から活動紹介をしていただきまし
た（下記参照）。発表終了後は 4班（4～ 5名 /班）に分かれてグループワークを実施。「環境
アクションに求めているもの」「お金があれば行いたい活動」「異分野とのコラボレーション」「団
体の自慢話、報告会の感想」などのお題に対して、短い時間でしたがざっくばらんにディスカッションを行っていただき、
各班で出た内容を 4班で共有しました。最後に久保事務局長がまとめ、記念撮影を行い散会しました。
全国ネットワーキング活動で出会った団体も報告会に参加し発表していただいたことで、さらなる活動のプラットフォー

ム機能強化に繋げられたと思います。またグループワークを通じて、参加者同士の交流もより深めることができました。

編集後記
2021 年も残念ながら新型コロナウイルスの影響を大き
く受けた 1年となった。しかし私たちは知恵を出し合い、
「ふるさと清掃運動会」の更なる発展を目指し取り組んだ。
全国的な環境アクションのプラットフォーム機能を強化
すべく大々的に展開した全国ネットワーキング活動では、
呼び掛けが実を結び全国各地から新たな仲間が加わった。
11 月には主催イベントである荒川清掃を開催、拾い甲斐
はあったがゴミが多かったことは悲しい。2020 年から始
まった全国一斉清掃は夏と冬に開催、日本全国はもちろ
ん世界からも活動報告が寄せられた。2022 年 2 月の報告

会はまたもやオンライン開催となったが、1年間の成果を
振り返るとともに様々な団体の活動報告やグループワー
クを採り入れることで内容の濃いものとなった。そして
学生ボランティア企画集団NUTS の協力のもと、1年間
の活動がこの報告集に纏められた。
先が見えない未来。しかし「ふるさと清掃運動会」に
は 15 年間で築き上げた想いや出会いがある。それらを大
切に受け継ぎ、より充実させることで明るい未来に変え
ることができるだろう。私たちはこれからも歩み続ける。
� （事務局次長　山本浩也）

事務局長より

ふるさと清掃運動会
アクション実施報告

東北福祉大学 地域安心安全ボランティア
Team ZERO

学生ボランティア企画集団
代表 牧野 杏美
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開示範囲 ふるさと清掃運動会報告会
情報オーナー部門長 総 長

東芝デジタルソリューションズ株式会社

「「ふふるるささとと清清掃掃運運動動会会」」 報報告告会会

東東芝芝デデジジタタルルソソリリュューーシショョンンズズググルルーーププ

社社会会貢貢献献活活動動へへのの取取りり組組みみににつついいてて

湘南クリーンエイドフォーラム
２０２１年 活動報告

活動報告をして
くださった

団体・企業と内容
（敬称略、発表順）

NPO 法人 富士山クラブ
2021/11/7 の活動報告、ゴミの量の推移について

東北福祉大学 地域安全安心ボランティアTeam ZERO
団体紹介、2021/10/26 の活動報告

中高生ボランティア団体 NEXUS
団体紹介、最近の活動について

NPO 法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
団体紹介、2021 年度の活動について

学生ボランティア企画集団 NUTS
団体紹介、2021/10/31 江ノ島清掃の報告

東芝デジタルソリューションズ株式会社
サスティナビリティ等への取り組み、2021年度の活動について

NPO 法人 湘南クリーンエイドフォーラム
団体紹介、ビーチクリーン駅伝、

オール・オーシャンラバーズ・ビーチクリーンの報告
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