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私たちはこの秋、もうひとつの運動会「ふるさと清掃運動会」への参加を呼びかけます。
　
ふるさとの山にゴミ袋を持ってハイキングに出かけましょう。
小鳥たちの命を守るため、川で釣り糸やごみを拾うのもいいでしょう。
海や湖で夏のごみや漂流物を歌いながら拾うのも楽しいでしょう。
商店街や公園のポイ捨てごみを子どもたちと声を掛け合いながらきれいにしましょう。
昼休み、社内や工場から飛び出して気持ちよく働ける環境にしましょう。
グラウンドの周りにゴミはありませんか、練習後にきれいにしましょう。
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、行動の輪をもっともっと広げます。
　
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のアクションをおこしませんか。
一人ひとりができることは小さくても、多くの人が参加すれば大きな力となります。
捨てる人から拾う人へ、ふるさと清掃運動会。

呼びかけ人代表

アルピニスト

野口　健
富士山クラブ理事長、高野連会長

奥島　孝康
福岡ソフトバンクホークス会長

王　貞治

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。
　参加方法は簡単で、誰もが身近な所
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やヤフー
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報告してい
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回は1万6000人が賛同、

第2回は28都道府県3万3000人が全国
110箇所で環境アクションを起こしまし
た。第3回目は2万6500人が全国47都
道府県283カ所で活動しました。今回
の参加者数が4万人を超えたことで、総
参加者数は10万人を突破しました。
　賛同団体はそれぞれです。
　少年野球の選手たちは監督、コーチ
らとグランド周辺の清掃をしています。
ボーイスカウト、ガールスカウトは規律
正しく活動しています。学年、学校ぐる
みで活動している高校もあります。大学
生は、一学一山運動の提唱や東京23区
一斉清掃を実施するなど多彩です。
　市民運動では、福岡では遠賀川流
域の全市町村に呼びかけて上流から下
流まで清掃、海岸でも清掃を行っていま
す。京都の保津川では筏下りを復活さ
せました。愛知では「西の浜はゴミ箱じゃ
ない」と、粘り強い活動をしています。
　すべての関連会社に呼びかけて会社

周辺や街、公園で活動した企業や新入
社員を総動員して研修に役立てている
企業など、企業は、協賛社としてだけで
はなく積極的に行動を起こしています。
　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ている
と考えています。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。
　まず自分の周りから変えていきましょ
う。そんなことから始め、広がっていく
ことで人間も動物もいい環境の中で生
きることができるのではないでしょうか
　楽しくやることだと思います。
　あなたの周りにゴミは落ちていませ
んか?

〜ふるさと清掃運動会とは〜
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第4回 ふるさと清掃運動会
 全国実施場所一覧

秋田県
 男鹿市県立男鹿工業高校

 　近隣の通学路

 秋田市千秋公園

岩手県
 盛岡市高松の池

山形県
 山形市霞城公園

宮城県
 亘市

福島県
 福島市福島駅周辺

 郡山市郡山駅周辺

北海道
 札幌市札幌工業高校校地周辺

 札幌市豊平川河川敷

 札幌大通公園

 函館・五稜郭公園

 室蘭市

 苫小牧市

 千歳市

 小樽市・花園公園

 砂川市

青森県
 弘前市大石社入口付近

 青森市合捕公園

茨城県
 土浦市中村南

 古河市渡良瀬川

 水戸市千波湖

群馬県
 伊勢崎市華蔵寺公園

 桐生市桐生が丘公園

埼玉県
 飯能市中居

 　・青木地区南小畦川

 熊谷市石原

 さいたま市南浦和

 狭山市稲荷山公園

 幸手駅周辺

 春日部市武里駅周辺

 越谷市役所周辺

 草加駅周辺

神奈川県
 横浜市港北区

 横浜市みなとみらい

 海の公園（横浜市金沢区）

 八景島 海の公園

 　（横浜市金沢区）

 横浜市・メディカルホーム

 　グラニー保土ヶ谷

 新横浜駅前緑地

 横浜市烏山川

 川崎駅周辺

 川崎市多摩区東三田

 小田原海岸

 本厚木駅周辺

 相模大野駅周辺

 青葉台駅周辺

東京都
 品川区東芝ソリューション販売

 　首都圏事業所周辺

 ２３区各区の公園・商店街

 　・駅周辺

 大田区、品川区～平和島公園

 八王子市裏高尾

 大田区多摩川緑地、六郷緑地、

 　多摩川大師緑地

 渋谷区鳩森神社

 豊島区池袋本町

 江戸川区・荒川中土手

 羽村市富士見公園

 荒川区菱興町屋ビル周辺

 小笠原村父島、釣浜海岸

 府中市・府中ソリューション

 　センター周辺

 府中市・府中エンジニアリング

 　センター周辺

 品川区東芝ソリューション販売

 　首都圏（株）周辺

 江東区佐賀町

 武蔵野市毎日新聞販売店周辺

 小金井市毎日新聞販売店周辺

 府中市毎日新聞販売店周辺

 調布市毎日新聞販売店周辺

 狛江市毎日新聞販売店周辺

石川県
 加賀市熊坂町高校周辺道路

 金沢市さくら公園

富山県
 富山市県庁前公園

福井県
 敦賀市気比神宮

岐阜県
 多治見駅周辺・国道19号線

 　及び248号線歩道

 岐阜市美江寺観音

静岡県
 沼津少年自然の家及び愛鷹運動公園

 静岡市駿府公園

 県内２２の毎日新聞販売店周辺

三重県

 津市美杉町三重大学平倉演習林

 津市偕楽公園

 四日市市博物館周辺

 鳥羽市市民の森

滋賀県
 大津市長沢川沿い～瀬田北

 　幼稚園・小中学校周辺

 琵琶湖 烏丸半島多目的広場一帯

 　（草津市下物町）

 長浜市小谷城祉公園

京都府
 京都市出町柳駅周辺

 平等院近辺

 宮津市天橋立

鳥取県
 米子市日野川

島根県
 八束郡東出雲町

 松江市玉造温泉

岡山県
 津山市津山工業高校周辺

 津山市鶴山公園

 岡山市岡山城公園

 倉敷駅周辺

佐賀県
 唐津市虹の松原

 佐賀駅周辺

熊本県
 熊本城公園

大分県
 大分市田の浦ビーチ

 大分市弁天橋

 　～滝尾橋河川敷

宮崎県
 延岡市金堂ヶ池

沖縄県

 石垣市サザンゲートブリッジ

 うるま市海邦公園

福岡県
 福岡市博多区

 福岡市早良区

 　福岡工業高校周辺

 福岡市東区松島

 　5丁目15－16周辺

 福岡市博多駅周辺

 福岡市天神駅周辺

 久留米市合川町

山口県
 下関造船所周辺

 　（下関市彦島江の浦町）

 周南市徳山駅周辺

 岩国市錦帯橋

 宇部市宇部新川駅周辺

 下関市みもすそ川公園

徳島県
 徳島市徳島中央公園

香川県
 観音寺市一宮公園

長崎県
 長崎市飽の浦公園

 長崎市三菱長研バス停近辺

 長崎市賑町の店周辺

 長崎市宝町

 長崎市伊王島町

 長崎市岩屋町

 長崎市香焼本村埋立地

 　海岸遊歩道

 長崎市長崎水辺の森公園

 長崎市淵町バス停周辺

 長崎公会堂周辺

兵庫県
 三菱重工（株）神戸造船所近隣

 神戸市兵庫区及び明石市二見町

 尼崎市長洲東通り1丁目周辺

 神戸市東灘区・岡本寮

 神戸市六甲山

 明石市大蔵海岸

 明石市望海公園

 三田市道場駅周辺

 芦屋市芦屋浜

 尼崎市武庫川

 姫路城

 南あわじ市陸の港西淡

 丹波市達身寺

 豊岡市城山公園

愛知県
 津島市

 春日井市東野町

 　落合公園サイド

 知多郡武豊町富貴

 日進市

 名古屋市港区大江町

 名古屋市岩塚地区

 名古屋市中区

 名古屋市西区東芝名古屋ビル

 　ＧＡ豊田ビル周辺

 名古屋市東芝ソリューション

 　中部支社周辺

 名古屋市ミッドラン

奈良県
 北葛飾郡王寺町

 奈良市大宮駅周辺

 奈良市西大路駅周辺

 生駒駅周辺

 斑鳩町法隆寺

 橿原市八木駅周辺

 吉野郡御所駅周辺

 名張市役所周辺

和歌山県
 和歌山市和歌山城公園

 田辺市扇ヶ浜公園

愛媛県
 松島市

 松島市山越
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北海
道・東北ブロック

関

東（
除く
東京都）・甲信越ブロック

東京ブロック

北陸
・東海ブロック

近畿ブロック

中国
・四国ブロック

九州
・沖縄ブロック

千葉県
 松戸駅周辺

 流山駅周辺

 柏駅周辺
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 市川駅周辺
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 船橋駅周辺

 八千代駅周辺

 佐倉駅周辺

 鴨川市鴨川シーワールド

 茂原市茂原公園

 稲毛海浜公園

 富津市

大阪府
 大阪市土佐堀１丁目周辺

 大阪府庁舎周辺

 八尾市高安山
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第4回 ふるさと清掃運動会
 全国実施場所一覧
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福島県
 福島市福島駅周辺

 郡山市郡山駅周辺

北海道
 札幌市札幌工業高校校地周辺

 札幌市豊平川河川敷

 札幌大通公園

 函館・五稜郭公園

 室蘭市

 苫小牧市

 千歳市

 小樽市・花園公園

 砂川市

青森県
 弘前市大石社入口付近

 青森市合捕公園

茨城県
 土浦市中村南

 古河市渡良瀬川

 水戸市千波湖

群馬県
 伊勢崎市華蔵寺公園

 桐生市桐生が丘公園

埼玉県
 飯能市中居

 　・青木地区南小畦川

 熊谷市石原

 さいたま市南浦和

 狭山市稲荷山公園

 幸手駅周辺

 春日部市武里駅周辺

 越谷市役所周辺

 草加駅周辺

神奈川県
 横浜市港北区

 横浜市みなとみらい

 海の公園（横浜市金沢区）

 八景島 海の公園

 　（横浜市金沢区）

 横浜市・メディカルホーム

 　グラニー保土ヶ谷

 新横浜駅前緑地

 横浜市烏山川

 川崎駅周辺

 川崎市多摩区東三田

 小田原海岸

 本厚木駅周辺

 相模大野駅周辺

 青葉台駅周辺

東京都
 品川区東芝ソリューション販売

 　首都圏事業所周辺

 ２３区各区の公園・商店街

 　・駅周辺

 大田区、品川区～平和島公園

 八王子市裏高尾

 大田区多摩川緑地、六郷緑地、

 　多摩川大師緑地

 渋谷区鳩森神社

 豊島区池袋本町
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 港区汐留川周辺の

 　公園と道路
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 府中市武蔵台
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 鹿沼市鹿沼総合体育館周辺
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ふるさと清掃   運動会 in 荒川

　地球に生命が誕生してから40億年。
　多様な生命が生まれては進化と絶滅を繰り返してきましたが、すべての生き物は自然の恵み
を提供し、人間はその恩恵を受けています。
　ふるさとの山や川、海、町などの自然環境を守り、子どもたちに美しい日本を残していこう
との思いから「ふるさと清掃運動会」を呼びかけて今年は４年目となります。　
　私たち一人ひとりができることは小さくても、多くの人が参加すれば大きな力となり、年を
追うごとに運動の輪が拡がってきていることは素晴らしいことです。
　荒川の水資源を守ろうと今日、集まっていただいた多くの市民、学生、企業で働くみなさん！
　今日一日、楽しい運動会にしてください。　
　そして明日からもっともっと仲間を増やしてください。
みんなが自然を、環境を大切にしようとの思いが広がっていくことを願ってやみません。
　きょう、みなさんと一緒に活動することができなくて残念ですが、これからもこの運動が大
きく広まるよう、力を尽くしていきますので、みなさんもどうぞよろしくお願いいたします。

2010年11月6日
ふるさと清掃運動会
　実行委員長　王貞治
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　11月6日（土）、東京湾から2km上流の荒川中土
手で「ふるさと清掃運動会 in 荒川」を、地元江戸
川区が後援、NPO法人荒川クリーンエイド･フォー
ラムとの共催で行いました。ドコモシステムズの
谷社長、荒川クリーンエイド・フォーラムの佐藤
代表、富士山大好き ! 百人の会から講談師の神田
紫さんらが参加、挨拶しました。
　予定していた10月30日は台風直撃のため1週間
順延、参加者は当初見込み数の約半数の400人と
なりましたが、河岸に生い茂る葦に絡んだゴミ445
袋分を回収しました。活動終了後の「ふりかえり」
で、使い捨てライター 1500個、注射器268本のほ
かペットボトル1340本を回収したことが分かり、
参加者は「この分だけ荒川と東京湾がきれいにな
るね」と、満足げでした。

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
後援	：江戸川区、国交省荒川下流河川事務所

写真提供：山田茂雄／長谷川直志

7

ふるさと清掃   運動会 in 荒川

NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム
代表の佐藤正兵さん

NPO法人富士山クラブ理事、ドコモシステムズ
社長の谷公夫さん

ゴミの分別を説明する
荒川クリーンエイドの伊藤浩子さん

富士山大好き ! 百人の会の
女性講談師・神田紫さん
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少年野球

豊平川河川敷清掃活動
主　　催	：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
実  施  日 	：5月8日（土）
場　　所	：北海道札幌市豊平川河川敷
参加者数	：350人
実施内容	：冷風の吹く天気の中、子供たちや父母、監督、コー
チ、ライオンズクラブ会員らが豊平川河川敷と野球場周辺の
ゴミを拾いました。子供たちは「自分できれいにしたグラン
ドで試合をするのは気持ちがいい」と話していました。

幕張の浜清掃活動

主　　催	：羽村市少年野球連盟
実  施  日 	：11月23日 ( 火 )
場　　所	：東京都羽村市　富士見運動公園
参加者数	：120人
実施内容	：羽村市の少年野球連盟加盟の全6チームの選手90

人と監督、コーチ、父兄らで運動公園内の清掃活
動を行いました。小雨が降るあいにくの天候にも
かかわらず選手たちは黙々とゴミ拾いをしてい
ました。

羽村少年野球連盟の清掃

多摩川河川敷清掃大作戦
主　　催	：大田区城南少年軟式連盟・ライオンズクラブ９

R1Z《7クラブ》
後　　援	：国土交通省・多摩川管理事務所・大田区土木課
実  施  日 	：10月16日（土）
場　　所	：東京都大田区西六郷4丁目多摩川緑地・六郷緑地・

多摩川大師緑地　
参加者数	：1,200人
実施内容	：ライオンズクラブの奉仕の日、多摩川清掃をしま

した。選手・監督・コーチ・役員全員で多目的グ
ランド・六郷グランド・緑地グランドとその周
りの遊歩道などで清掃活動を行い、約２t のごみ
を回収し、管理事務所で処理しました。

黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦
主　　催	：東久留米市少年野球連盟
後　　援	：東久留米市、警視庁田無警察署、東京東久留米ラ

イオンズクラブ
実  施  日 	：10月24日　
場　　所	：東京都東久留米市黒目川　
参加者数	：663人
実施内容	：アニメ映画「河童のクゥと夏休み」の舞台となっ

た東久留米の清流 ･黒目川で清掃活動を行いま
した。天気に恵まれ、少年野球連盟傘下の子ども
たち487人、大人166人の合計663人が川の上流か
ら下流まで約4.5km の流域をクラブごとに分担
してゴミ拾い、149袋分を回収しました。また、
黒目川の遊歩道を散歩する多くの市民に、少年た
ちの清掃活動をアピールすることができました。

主　　催	：京葉少年野球連盟
後　　援	：毎日新聞社　くりくり少年軟式野球連合会
実  施  日 	：4月3日（土）
場　　所	：千葉市美浜区幕張の浜園
参加者数	：約440人
実施内容	：大会開会式終了後、マリンスタジアム隣の幕張の
浜で、選手・ご父兄・指導者がペットボトル・ビン・缶・プ
ラスティック・釣り針などを回収しました。
　当連盟は、①一人ひとりがゴミを出さないように心掛ける
②連盟加盟の全チームが試合終了後、全員で球場周辺の清掃
活動を行う③加盟チームの要望があれば一斉清掃を行う、こ
となどを確認しています。

seisou2010_0113.indd   9 11/01/13   12:45



10

ボーイスカウト・ガールスカウト

楽しい歌とゲームの教室

子ども交歓会集合前のゴミ拾い作戦

あそび王国 in 沼津
主　　催	：日本ボーイスカウト東京連盟あすなろ地区
共　　催	：杉並区保健福祉部児童少年課
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：東京都杉並区都立善福寺川緑地公園
参加者数	：283人（スカウト171人、指導者77人、保護者35人）
実施内容	：楽しい歌とゲームの野外教室を行い、野外教室の

時間帯を活用し、善福寺川緑地公園内の清掃をし
ました。ふるさと清掃運動会提供のゴ袋にタバコ
の吸い殻、新聞紙、段ボール、空き缶、枯れ枝な
ど100袋分を回収しました。

主　　催	：日本ボーイスカウト東京連盟つばさ地区協議会
後　　援	：大田区少年少女団体協議会
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：東京都大田区・品川区～平和島公園
参加者数	：500人
実施内容	：大田区で実施する「子ども交歓会」に集合する前

に、それぞれがゴミ拾いをしながら集合場所の平
和島公園に集結しました。40リットル袋にまと
め3袋分を回収。燃える物、可燃物、プラスティッ
ク、金属類に分別しました。

主　　催	：沼津市青少年育成団体連絡会
後　　援	：沼津市生涯教育課
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：静岡県沼津市･青少年自然の家及び愛鷹運動公園
参加者数	：15,000人
実施内容	：沼津市で活動する青少年団体が、子供に身体と頭

を使った遊びを提案、提供するブースを展開。終
了後、参加者全員で「来た時よりも美しく」を合
言葉に、使用場所の清掃を行いました。
※ガールスカウト静岡県支部　沼津駿東地区

池袋本町ふれあい祭り
主　　催 ：池袋協和会　ふれあいロード北池　池袋本町中

央商店会（ボーイスカウト東京連盟豊島17団）
後援共催	：豊島区第11地区区政連絡会　豊島区法人会
実  施  日  ：10月10日（日）～ 10月11日（祝）
場　　所 ：東京都豊島区池袋本町公園及びプレイパーク
参加者数 ：29人
実施内容 ：会場内を常時、ほうき、塵取りを持って清掃奉　

仕。参加者の自転車整理と駐輪場案内。イベント
終了後のゴミ清掃、会場内清掃

主　　催	：ガールスカウト日本連盟東京都第217団
実  施  日 	：10月17日（日）
場　　所	：東京都北区平塚神社
参加者数	：58人
実施内容	：神社境内の落ち葉集め、ゴミ拾いを小学1年～ 6

年のスカウトと成人リーダーでチームを組み、場
所を分担して活動した。

主　　催	：ガールスカウト日本連盟東京都第217団
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：東京都文京区小石川、春日周辺
参加者数	：40人
実施内容	：ゴミ拾い。

ガールスカウト都217団清掃活動
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ボーイスカウト／高校生

主　　催	：ボーイスカウト愛知連盟　武豊第２団
実  施  日 	：10月3日（日）
場　　所	：愛知県知多郡武豊町富貴
参加者数	：53人
実施内容	：名古屋鉄道富貴駅周辺と国道247号線の舗道の清

掃活動を行い、缶、ペットボトル、お菓子の袋、
タバコの吸い殻などを回収しました。

クリーン作戦

校地周辺ゴミ拾い
主　　催	：北海道札幌工業高等学校
実  施  日 	：11月16日（火）
場　　所	：北海道札幌工業高等学校校地周辺
参加者数	：69人
実施内容	：執行委員会、風紀委員会、厚生委員会ほか任意の

参加者で校地周辺のゴミ拾いを実施しました。ゴ
ミ袋13袋を回収。吸い殻や紙くずのほかプリン
ターやテレビなどの大型ゴミも捨てられていて、
回収しました。

主　　催	：石川県立大聖寺実業高等学校
実  施  日 	：10月7日（木）
場　　所	：石川県加賀市能坂町
参加者数	：約100人
実施内容	：運動部・文化部より9つの部が自主参加し、放課

後1時間程度、学校周辺の一般道路のゴミ拾いを
行いました。45L ゴミ袋で、燃えるゴミ7袋、缶
や瓶1袋、ペットボトル2袋、自転車1台を回収し
ました。

実高ボランティア清掃 秋季校外美化活動
主　　催	：広島県立府中東高等学校ＰＴＡ
実  施  日 	：11月7日（日）
場　　所	：広島県府中市土生町及び用土町
参加者数	：106人
実施内容	：府中東高等学校の通学路・学校周辺及び校内の

清掃活動。保護者・生徒・教職員が通学路・学校
周辺及び校内の草刈り・ゴミ拾い，中庭の花壇
整備を実施しました。春期と秋季の年2回、保護
者主催で実施しています。活動に参加していただ
いた方々のさわやかな笑顔と汗に感謝です。

地域貢献活動
主　　催	：学校法人小松原高等学校
実  施  日 	：10月18日・25日
場　　所	：埼玉県さいたま市南区南浦和
参加者数	：1,200人（各回150人程度）
実施内容	：南浦和駅東口から小松原高校周辺の清掃活動。本

校の建学精神の一つである「みんなから愛され、
勤労を尊び前進する人間づくり」の実践として、
７年前から学級活動の時間に実施しています。地
域の方々も感謝やねぎらいの言葉をかけていた
だいています。生徒たちが報恩感謝の精神を養う
のに大いに役立っています。

高校生の活動

アルピニスト野口健さんの
署名入り記念タオル
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高校生

主　　催	：岡山県立津山工業高等学校　生徒会
実  施  日 	：10月26日（火）
場　　所	：岡山県津山市津山工業高等学校グランド及び学校

周辺
参加者数	：737人
実施内容	：放課後に学校内の草取りおよび学校周辺の清掃
活動を生徒全員で実施。落ち葉、雑草180kg（平均水分含有
率は78.4%）から、本校自慢のペレット燃料製造装置でペレッ
ト燃料を製造すると灯油20L に換算でき、二酸化炭素50kg
の削減効果です。（灯油の二酸化炭素排出係数2.51kg-CO2/L）

津山工業高校大清掃作戦

主　　催	：山口県立南陽工業高等学校
実  施  日 	：10月1日（金）
場　　所	：山口県周南市温田
参加者数	：約180人
実施内容	：最寄りの福川駅までの通学路を4コースに分かれて

ゴミ拾い。回収したゴミは学校に持ち帰り、分別作
業を行いました。10月以外にも各学期に1回、全校
生徒に呼びかけ、有志で清掃活動を行っています。

地域の方々へ
感謝の気持ちを込めて

主　　催	：岡山県立津山工業高等学校　生徒会
後　　援	：岡山県立津山工業高等学校　ＰＴＡ
実  施  日 	：10月2日（土）
場　　所	：岡山県津山市津山工業高等学校グランド
参加者数	：737人
実施内容	：峰南祭体育の日（体育祭）を「エコDAY」に設定、
極力ゴミの発生を抑えるため「手作り弁当」を作って持参し
てもらうよう保護者に呼びかけました。手作り弁当が81.8%。
コンビニやスーパーの弁当11.6%、学校の食堂利用者が6.6%
で圧倒的に手作り弁当持参者が多い結果となりました。

峰南祭体育の部「エコＤＡＹ」

主　　催	：愛媛県立松山工業高等学校
実  施  日 	：10月14日、21日（木）
場　　所	：愛媛県立松山市
参加者数	：113人
実施内容	：14日は、建築科３年生が石手川公園で、工業化学

科3年生は国道56号線沿い真砂町交差点付近でゴ
ミ拾い。21日は情報電子科1年生が学校周辺のゴ
ミ拾いを行いました。

ふるさと清掃運動会 in松山工業高等学校

学校周辺地域清掃
主　　催	：福岡県立福岡工業高等学校　第３学年
実  施  日 	：10月20日（水）
場　　所	：福岡県福岡市早良区
参加者数	：351人
実施内容	：3年生が学校周辺のゴミや落ち葉の清掃を行い、

70L 入りゴミ袋・4袋を回収しました。

雨で中止になった高等学校
●秋田県立男鹿工業高等学校
　10月21日（木）
●奈良県立王寺工業高等学校
　11月1日（月）
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若者・学生

平倉の森へＯＢ集合！
主　　催	：三重大学生物資源学部緑環境計画学研究室
後　　援	：三重大学生物資源学部附属 FS センター附帯施設

平倉演習林
実  施  日 	：10月31日（日）
場　　所	：三重県津市美杉町　平倉演習林
参加者数	：25人
実施内容	：三重大学ＯＢや在学生で附属演習林の歩道整備

を行いました。傾斜に応じて初心者コースと健脚
コースに分け、演習林職員だけでは手が回らない
部分に道をつけたり、補修作業を行いました。

主　　催	：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター
共　　催	：ふるさと清掃運動会実行委員会
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：東京都八王子市裏高尾
参加者数	：40人
実施内容	：＜活動１＞木下沢保安林の作業道の補修及び下

草刈りを学生と大人で実施しました。
＜活動２＞クイズラリー、写真立て作りを小中学
生と親子で行いました。

高尾の森プロジェクト　
森林体感イベント「感じよう自然の
チカラ、踏み出そう高尾の森で」

虹の松原、保全・清掃活動
主　　催	：早稲田大学Hello!	WASEDA プロジェクト
後　　援	：佐賀県、唐津市、早稲田大学校友会佐賀県支部・

唐津稲門会、早稲田大学国際コミュニティセン
ター、学生ボランティア企画集団ＮＵＴＳ、唐津
環境防災推

実  施  日 	：９月４日（土）
場　　所	：佐賀県唐津市　虹ノ松原
参加者数	：120人
実施内容	：早稲田大学の学生23人が、地元のボランティア

グループや小学生ら市民約100人と一緒に虹ノ松
原の保全・清掃活動を行いました。松ぼっくりを
拾ったり、松葉やゴミをかき集めて美しい松原の
保全に汗を流しました。唐津のマスコットキャラ
クター・唐ワンくんも参加しました。

通学路清掃ボランティア
主　　催	：明治大学生田ボランティアセンター
実  施  日 	：10月16日（土）
場　　所	：神奈川県川崎市多摩区
参加者数	：18人
実施内容	：小田急線生田駅～明治大学生田キャンパスまで

の通学路（徒歩20分）及び駅周辺のゴミ拾い。他
のキャンパスからも参加があり、よい交流の場に
なりました。日ごろの生活習慣やモラルについて
問題意識をもつことができました。
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若者・学生

Ｔｅａｍ☆Ｄｕｓｐｏｎ
主　　催 ：日本外国語専門学校国際ボラ

ンティア科
後　　援	：ＮＧＯ　Ａ＆Ａ
実  施  日  ：10月19日（火）
場　　所 ：東京都新宿区高田馬場
参加者数 ：5人
実施内容 ：高田馬場駅周辺で空き缶、

ペットボトル、お菓子の袋な
どゴミ拾いしました。

まだまだゴミは捨てられている。11月の富士
山清掃ツアーで。

引き抜いたオオハンゴンソウ、8月、神奈川
県箱根町仙石原で。

富士山再生とMOTTAINAIキャンペーン合同の
生物多様性シンポジウムも10月に開催した。

ボランティア体験塾　富士山清掃

▽毎日新聞の富士山再生キャンペーン
▽自ら汗して環境保全に取り組む
▽2012年の創刊140周年に向けて、さらに強力なキャンペーンに

主　　催	：茨城県立さしま少年自然の家
実  施  日 	：10月17日（日）
場　　所	：山梨県富士河口湖町西湖竜宮洞穴周辺
参加者数	：27人
実施内容	：ヤングボランティアセ

ミナーで学んだ茨城県
の高校生が、ボランティ
アの実践活動として清
掃活動を行いました。狭
いエリアに捨てられた
大きいゴミ、重いゴミも
みんなで協力して樹海
から運び出しました。

環境に行動するメディア 毎日新聞

　毎日新聞の富士山再生キャンペーン

は2010年、恒例となっている富士山

清掃ツアーなどに加え、2月23日の「富

士山の日」を大きくアピールする紙面

対談や生物多様性保全の立場から特

定外来生物（植物）を自ら駆除する

活動など多彩に展開。2012年の創刊

140周年に向けて、同キャンペーンを

さらに充実させる。

　2000年から始まった再生キャンペー

ンは毎年、3〜4回、アルピニスト・野

口健さんの指導、NPO富士山クラブ

の協力で地道な富士山ろくのゴミ清掃

を続けている。今年は5月から11月ま

で計4回実施し、読者ら400人が参加、

ゴミ約3㌧を回収した。

　また、ケニアのノーベル平和賞受

賞者、ワンガリ・マータイさんと一

緒に取り組んでいる環境保全活動

「MOTTAINAIキャンペーン」の一環で、

11月、富士山・青木ヶ原樹海で同キャ

ンペーン協賛企業15社、約150人が参

加した第4回目の企業対抗ゴミ拾い

大会も開催した。

　一方、国連生物多様性年であるこ

とから、5月と8月には富士山クラブ

や神奈川県、地元ボランティアと協力

し、環境省の特定外来生物に指定さ

れている植物「オオハンゴンソウ」「オ

オキンケイソウ」の引き抜き作業にも

汗を流した。再生キャンペーンは「自

ら汗して環境保全に取り組む」こと

が真骨頂だ。10月には、生物多様性

を考えるシンポジウムも毎日新聞東京

本社で開き、ガーナと日本の有識者

が講演、在東京アフリカ外交団の大

使らの発言もあった。

「富士山の日」には毎日新聞の全国

特集で奥島孝康・同クラブ理事長、

川勝平太・静岡県知事らが富士山の

魅力や歴史・文化などについて大い

に語った。

　毎日新聞は2012年2月21日に創刊

140周年を迎える。その前年である

2011年の8月、山梨県富士河口湖町と

協力して開催している富士山河口湖

音楽祭が記念すべき10回目になるな

ど、新たな発展の年だ。
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若者・学生

主　　催 ：学生ボランティア企画集団NUTS
協　　力	：NPO法人富士山クラブ、早稲田大学平山郁夫記念ボラ

ンティアセンター、立教大学ボランティアセンター、
ふるさと清掃運動会実行委員会

実  施  日  ：5月30日（日））
場　　所 ：東京23区各区内の公園、商店街、駅周辺の歩道など
参加者数 ：140人
実施内容 ：5月30日（ゴミゼロの日）に合わせ、学生の力で東京を

ゴミゼロの街にしようと、23区すべての区で清掃活動
を行いました。また、10月を集中月間に取り組む「ふ
るさと清掃運動会」への参加 PR も兼ねて活動しまし
た。企画会議には15大学にも呼びかけ、約20人が賛同
し、新たなネットワーク作りの礎を築くことができま
した。活動には各区の地域の方々もふくめ約140人が
参加し、ゴミ袋130袋を回収しました。ゴミ拾いを通し
て学生と地域の方々との交流を図ることができたのも
大きな成果です。

学生23区清掃～立ち上がれ若者たちよ～　プレ・ふるさと清掃運動会

学生ボランティア企画集団NUTS
　学生ボランティア企画集団NUTS はふるさと清掃運
動会の立ち上げ時から積極的に参加、運動の中心的役割
を果たしています。” ふるさと清掃運動会 “ のネーミン
グやキャラクター ”ふるさとん “を提案したのも彼らで
す。1大学のサークルとは違い、首都圏の大学に通う不
特定多数のボランティア集団で、自らも企画、運営して
います。昨年は「エコな夏休み2009」を企画、富士山、
江の島、新宿の3カ所で130人が清掃活動しました。　
今年は「都内23区同時清掃」を企画、成功させました。

　2011年は5月を清掃月間に設定し、「都内23区同時
清掃」を多くの学生及び地域の方々に呼びかけたい、と
野口代表と吉野副代
表は息巻いています。
町や海山で、ピンクの
シャツを着た若者の集
団を見かけたら、励ま
しの言葉をかけてくだ
さい。

▲杉並区中杉通り

左）板橋区浮間公園
右）品川区青物横町駅周辺

左）墨田区荒川四つ木橋下
中）練馬区光が丘公園

右）文京区礫川公園

▼千代田区外濠公園
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市民団体

岩木山麓清掃活動
主　　催	：岩木山桜会議
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：青森県弘前市岩木山
参加者数	：10人
実施内容	：津軽地方のシンボルである岩木山麓の環境保全

活動をしています。ゴミ拾い以外に植樹会、春か
ら月に一二度、防風林のつる切り、街路樹のオオ
ヤマザクラの枯れ木伐採処理・街路樹の手入れ
等のボランティア活動をしています。来年から粗
大ゴミに挑戦します。

ふるさと清掃運動会 in 思川
主　　催	：栃木県小山市
後　　援	：小山市廃棄物減量推進協議会
実  施  日 	：10月24日（日）
場　　所	：栃木県小山市思川河川敷
参加者数	：398人（33団体）
実施内容	：思川の河川敷で清掃活動を行いました。

可燃系ゴミ366kg、不燃系ゴミ1484kg のほか冷
蔵庫、テレビ、洗濯機、自転車2台、マットレスな
どを回収しました。

主　　催	：NPO法人　未来の鐘
実  施  日 	：11月28日（日）
場　　所	：沖縄県石垣市　サザンゲートブリッジ周辺
参加者数	：10人
実施内容	：10月23日に予定していた清掃活動は、台風によ

る悪天候のため中止。この日に設定しました。可
燃、不燃、資源ゴミ合わせて20袋を回収しました。
サザンゲートブリッジという場所柄か、ファース
トフード系のゴミが多かった。

主　　催	：東京ツインパークス住民の会
実  施  日 	：10月9日（土）
場　　所	：東京都港区汐留・海岸通り、イタリア公園
参加者数	：15人
実施内容	：あいにくの雨だったが大人も子供も和気あいあ

いと清掃活動。リヤカーいっぱいのゴミを回収し
ました。マナーの大切さや地域への奉仕を学ぶこ
とができ、貴重な経験となりました。今後、大き
な輪に広げていきたいと思います。

Keep The Beach Clean!日本の玄関汐留清掃
in 東京ツインパークス

主　　催	：NPO法人小笠原クラブ
後援協賛	：小笠原村商工会青年部、小笠原村
実  施  日 	：10月11日（月）
場　　所	：小笠原村父島　釣浜
参加者数	：20人
実施内容	：「ふるさとの環境を守り、子供達に美しい小笠原

を残していく」という活動趣旨のもと、身近な海
岸清掃を行っています。また、漂着ごみから海を
学ぶ子供教室を開催しています。

主　　催	：精明地区町づくり委員会
実  施  日 	：11月20日（土）
場　　所	：埼玉県飯能市中居・青木地区
参加者数	：68人
実施内容	：南小畦川でのクリーン作戦は今年で5回目となり
ます。活動には各自治会有志と飯能第1中学校の生徒や職員、
さらにスポーツ少年団員などが参加し、川岸に溜まったごみ
の回収と分別や雑草刈りを行いました。清掃活動を実施して
からメダカやドジョウ、ザリガニ、そしてカワセミなどの野
鳥がたくさん見られるようになりました。

小笠原の生態系を守るためのエコ活動南小畦川クリーン作戦
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市民団体

主　　催	：日本一きれいなまちづくり実行委員会
後　　援	：多治見市、多治見市教育委員会、国土交通省多治

見砂防国道事務所、岐阜県多治見土木事務所
実  施  日 	：11月7日（日）
場　　所	：岐阜県多治見市多治見駅周辺及び国道19号・248

号線歩道
参加者数	：355人
実施内容	：多治見市立精華小学校校庭に多治見市内で活動

しているボランティア団体や企業、学校など33
団体355人が午前９時から11時まで約2時間、多
治見駅周辺及び国道19号線及び248号線を中心と
して清掃活動しました。
まずまずの天候に恵まれ、参加した学生たちはこ
ぼれるような笑顔で「また参加したいです」と大
合唱をしてくれました。

主　　催	：ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会
共　　催	：芦屋の自然を守る会・洞山保存会
後　　援	：国土交通省遠賀川河川事務所、芦屋町、北九州水

道局
実  施  日 	：9月19日（日）
場　　所	：福岡県芦屋町及び北九州市若松区　芦屋海岸及

び若松海岸
参加者数	：550人
実施内容	：昨年から芦屋海岸に隣接している若松海岸の一部

と併せて清掃しています。今年は、上流の嘉麻市
立の小学生（50人）や親子連れ、地元芦屋町民ら
550人が参加、例年より多くの参加となりました。

第8回日本一きれいなまちづくり

第9回「芦屋・若松海岸クリーン
キャンペーン」

Ｉ ＬＯＶＥ遠賀川一斉清掃活動
主　　催	：ＮＰＯ法人遠賀川流域住民の会
後　　援	：国土交通省遠賀川河川事務所・飯塚土木事務所
実  施  日 	：10月10日（日）
場　　所	：福岡県遠賀川流域一帯
参加者数	：3,903人
実施内容	：福岡県では毎年10月が河川愛護月間であり、併

せて遠賀川流域の飯塚市が10月の第2日曜日を指
定していることから、遠賀川流域では飯塚市と歩
調を合わせて実施しています。

日程 清掃場所 主催 参加人数

9/1（日） 芦屋・若松海岸 ＮＰＯ法人流域住民の会 550人

10/3（日） 堀川一斉清掃（折尾地区） 堀川まちおこし実行委 274人

10/4（月） 北九州市	笹尾川水辺の楽校 笹尾川水辺の楽校運営委 20人

10/9（土） 福知町	彦山川 福知町ボランティア協議会 80人

10/9（土） 堀川一斉清掃（中間地区） 堀川まちおこし実行委 35人

10/10（日） 嘉麻市	山田川 山田川クリーン作戦実行委 180人

10/10（日） 飯塚市	中之島一帯 I	Love遠賀川（飯塚市） 2,000人

10/10（日） 嘉麻市	大隈橋の上下流 I	Love遠賀川in嘉穂実行委 100人

10/10（日） 嘉麻市	いなつき親水公園 I	Love遠賀川in稲築実効委 50人

10/17（日） 北九州市	木屋瀬河川敷 木屋瀬遠賀川河川愛護団体 150人

10/31（日） 中間市	曲川 曲川を守る会 200人

10/31（日） 飯塚市	穂波川 穂波ボランティア等連絡協 300人

11/20（土） 香春町	金辺川河川敷周辺 金辺川を楽しむ会 22人

11/21（日） 若宮市	犬鳴川一斉 若宮市環境クリーン作戦 440人

11/28（日） 小竹町	遠賀川河川敷 「小竹に住みたい」まちづくりの会 52人

合計 4,453人
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市民団体

ふるさと清掃運動会 in 保津川
主　　催	：NPO法人プロジェクト保津川
共　　催	：亀岡市
協　　力	：保津川遊船企業組合、保津川漁業協同組合、嵯峨

野観光鉄道株式会社
実  施  日 	：10月4日（日）
場　　所	：京都府亀岡市　保津川一帯
参加者数	：114人
実施内容	：京の都を支えてきた水運と歴史の川 ･保津川。保

津大橋付近の河川敷を中心に、清掃活動を2時間
行いました。清掃活動終了後は朝市（地元産野菜
の即売会）や、保津川下りの優待乗船券などが当
たる抽選会も実施しました。

ふるさと清掃運動会 in 富士山

きれいな海を守ろう
～西の浜はゴミ箱じゃない！

スナメリを守ろう
～西の浜はゴミ箱じゃない！特別活動

主　　催	：ふるさと清掃運動会実行委員会
共　　催	：NPO法人富士山クラブ
実  施  日 	：10月2日（土）
場　　所	：山梨県富士河口湖町本栖湖周辺
参加者数	：139人
実施内容	：東京からバス2台をチャーターし、本栖湖周辺で

清掃。昼食は、野鳥の森公園で、地元町民の人た
ちの協力でほうとうと炊き込みご飯に舌鼓。富士
山のゴミは、拾うというより掘りあてる感じで
す。清掃後は、近くの温泉で汗と汚れを落として
サッパリ。楽しい一日でした。

主　　催	：環境ボランティアサークル亀の子隊
後　　援	：10月17日、国土交通省中部地方整備局三河港湾

事務所「川と海のクリーン大作戦」
実  施  日 	：9月26日（日）、10月17日（日）
場　　所	：愛知県田原市　渥美半島西の浜海岸
参加者数	：9月26日＝20人、10月17日＝55人
実施内容	：毎月1回行っている「西の浜クリーンアップ活

動」。全長10kmの西の浜海岸のほぼ中央部200m
に打ち上げられているゴミを分別して拾集しま
した。家庭ゴミが多い中で、自転車やヘルメット、
タイヤ、消火器などのほか洗濯機まで捨てられて
いました。2回のゴミの総重量は310kg。

主　　催	：環境ボランティアサークル亀の子隊
後　　援	：ＣＯＰ10パートナーシップ事業
実  施  日 	：10月31日（日）
場　　所	：愛知県田原市　渥美半島西の浜海岸
参加者数	：150人
実施内容	：特別活動として計画。家庭ゴミのほか海上標識や

パソコンのディスプレー、警察署、住宅、漁協の
看板などたくさんのゴミが放置され、ゴミの総重
量は1190kg に上りました。
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企業

主　　催	：東芝ソリューション株式会社
　府中エンジニアリングセンター　
東芝ＩＴサービス株式会社　府中事業所

実  施  日 	：10月7日（木）
場　　所	：府中市府中エンジニアリングセンター周辺
参加者数	：12人
実施内容	：事業所周辺の清掃
を行い、4.8kg のゴミを回収
しました。ゴミはタバコの吸
殻が一番多く、続いて空缶で
した。

主　　催	：東芝ソリューション販売首都圏株式会社
実  施  日 	：10月8日（金）、16日（土）
場　　所	：東京都品川区事業所周辺
参加者数	：3人（2回合計）
実施内容	：事業所周辺のゴミ
回収を実施しました。回収し
たゴミは、事業所からの廃棄
物として分別廃棄しました。

主　　催	：東芝ピーエム株式会社
実  施  日 	：11月8日（月）
場　　所	：横浜市 JR 新横浜駅前公園および烏山川周辺
参加者数	：22人
実施内容	：事業所近くの「新
横浜駅前公園」および「鳥山川」
周辺の清掃活動を実施しまし
た。この活動で、ゴミ袋大3個
分のゴミを回収しました。

主　　催	：九州東芝エンジニアリング株式会社
実  施  日 	：10月23日（土）
場　　所	：大分市田ノ浦ビーチ
参加者数	：37人
実施内容	：海水浴場（砂浜）
の清掃活動を実施しました。
この活動で、45ℓのゴミ袋で
45個分のゴミを回収しました。

主　　催	：東芝情報システム株式会社
実  施  日 	：10月19日（火）
場　　所	：川崎市 JR 川崎駅周辺
参加者数	：28人
実施内容	：「本社ビル周辺クリー
ンキャンペーン」として、清掃活
動を実施しました。この活動で、
約18kg のゴミを回収しました。

主　　催	：東芝ソリューション株式会社　佐賀町事業所
実  施  日 	：10月26日（火）
場　　所	：東京都江東区佐賀町事業所周辺
参加者数	：10人
実施内容	：永代橋東詰の公園
および永代通り舗道の清掃を
行いました。

主　　催	：東芝ソリューション株式会社　中部支社
実  施  日 	：10月5日（木）
場　　所	：名古屋市・豊田市　中部支社、トヨタ支店周辺
参加者数	：10人（2拠点合計）
実施内容	：名古屋市、豊田市
の2拠点で清掃活動を実施し
ました。タバコの吸殻、空缶、
弁当ガラ（コンビニ）などの
ゴミを回収しました。

主　　催	：東芝ソリューション株式会社
　府中ソリューションセンター

実  施  日 	：10月12日（火）、25日（月）
場　　所	：府中市府中ソリューションセンター周辺
参加者数	：100人（2回合計）
実施内容	：事業所周辺の清掃を行いました。落ち葉、タバコ
の吸殻、空缶等のゴミ22袋（2回合計）を回収しました。

東芝ソリューション（株）の矢野取締役らと懇談するふるさ
と実行委員の面々

東芝ソリューショングループの活動
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企業

地域貢献活動
主　　催 ：三菱重工精密鋳造（株）
実  施  日 ：10月8日（金）
場　　所	：宇都宮市平出工業団地
参加者数 ：70人

千葉工場クリーン環境活動
主　　催 ：三菱重工業鉄構エンジニアリ

ング（株）　千葉
実  施  日 ：10月28日（木）	参加者数：10人
場　　所	：富津市新冨工場前公道および

構外駐車場

会社周辺清掃活動
主　　催 ：三菱重工空調システム（株）

東北支社　苦竹事務所
実  施  日 ：10月6日（水）
場　　所	：仙台市宮城野区事務所周辺
参加者数 ：6人

全事業所で清掃アクション！
主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）

北関東営業所
実  施  日 ：10月4日（月）
場　　所	：熊谷市宮本町
参加者数 ：5人

工場周辺「クリーンアップ作戦」活動
主　　催 ：クサカベ（株）　埼玉製作所
実  施  日 ：10月25日（月）
場　　所	：羽生市大沼　大沼工業団地内
参加者数 ：16人

地域清掃活動
主　　催 ：千葉エコクリエイション（株）
実  施  日 ：10月7日（木）
場　　所	：千葉市花見川区
参加者数 ：5人

ふるさと清掃運動会 in荒川
主　　催 ：三菱重工業（株）　

本社・横浜製作所
実  施  日 ：11月6日（土）
場　　所	：東京都江戸川区荒川下流中土手
参加者数 ：28人

秋のふるさと清掃運動会～町屋～
主　　催 ：（株）リョーイン本社　

菱興町屋ビル
実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：東京都荒川区町屋
参加者数	：5人

三菱重工業グループの活動 参加人数合計：6,587人

主　　催	：青森ダイヤ（株）　本社
実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：青森市東バイパス国道4号線

沿い
参加者数 ：11人

ふるさと清掃活動

主　　催 ：青森ダイヤ（株）　大間支店
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：青森県下北郡大間町大字大間
参加者数 ：6人

ふるさと清掃活動

主　　催 ：（株）ダイヤ・ピーアール
実  施  日 ：10月27日（水）
場　　所	：東京都品川区	品川神社　
参加者数	：12人

ふるさと清掃運動会

主　　催 ：エム・エイチ・アイ　
ファイナンス（株）

実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：東京都港区港南品川ビル周辺
参加者数	：12人

地域清掃活動

主　　催 ：MHIアカウンティング
サービス（株）

実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：東京都港区港南品川ビル西側
参加者数	：11人

地域清掃活動

主　　催 ：三菱重工エンジンシステム（株）
本社

実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：東京都品川区　本社近辺
参加者数	：35人

本社地区クリーン作戦

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
本社安全衛生委員会

実  施  日 ：10月6日（水）
場　　所	：東京都品川区西五反田七丁目
参加者数	：14人

西五反田七丁目　美化運動

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
東京支店

実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：東京都港区三田
参加者数	：10人

全事業所で清掃アクション！

主　　催 ：三菱重工業（株）
汎用機 ･特車事業本部

実  施  日 ：6月22日（火）
場　　所	：相模原市中央区田名
参加者数	：1,334人

工場周辺美化活動
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ふるさと清掃運動会

主　　催 ：ダイヤ食品サービス（株）
実  施  日 ：10月17日（日）
場　　所	：横浜市　山下公園
参加者数 ：6人

11月度環境月間ボランティア清掃
主　　催 ：（株）春秋社　横浜支店
実  施  日 ：11月5日（金）
場　　所	：横浜市金沢区幸浦
参加者数 ：4人

主　　催 ：（株）リョーイン　横浜営業所
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数 ：1人

主　　催 ：菱清サービス（株）
横浜営業部

実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数 ：19人

MMSクラブ
主　　催 ：菱清サービス（株）

みなとみらい営業部
実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：横浜市みなとみらい横浜ビル周辺
参加者数 ：9人

八景島海の公園ボランティア清掃
主　　催 ：ダイヤ食品サービス（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数 ：14人

主　　催 ：（株）春秋社　横浜支店
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数 ：2人

主　　催 ：菱清サービス（株）　本社
実  施  日 ：10月6日、25日
場　　所	：横浜市神奈川区高島台ビル

周辺
参加者数 ：40人

主　　催 ：（株）検査研究所
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数 ：25人

主　　催 ：三菱重工業鉄構エンジニア
リング（株）　横浜

実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：5人

主　　催 ：ダイヤ物流（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：14人

主　　催 ：菱日エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：35人

海の公園清掃
主　　催 ：三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：10人

主　　催 ：三菱重工パーキング（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：13人

地域清掃
主　　催 ：三菱重工環境・

化学エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：横浜市みなとみらい
参加者数	：59人

海の公園ボランティア清掃
主　　催 ：菱重エステート（株）		横浜支社
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：8人

海の公園クリーンアップ

海の公園クリーンアップ

海の公園クリーンアップ

海の公園クリーンアップ

海の公園クリーンアップ

海の公園クリーンアップ

主　　催 ：三菱重工業（株）　
横浜製作所

実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：196人

海の公園ボランティア清掃

第30回　山下公園海底清掃大作戦

海の公園ボランティア清掃

海の公園ボランティア清掃
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小牧市「ごみ散乱防止市民行動の日」参加運動
主　　催 ：三菱重工業（株）　名古屋誘導

推進システム製作所
実  施  日 ：10月2日（土）
場　　所	：小牧市民会館
参加者数 ：81人

主　　催 ：MHI エアロスペースロジテム
（株）本社

実  施  日 ：10月19日（火）　参加者数：18人
場　　所	：名古屋市中区		古沢公園～中京

大学文化市民会館周辺

『ふるさと清掃運動会』in大江
主　　催 ：中菱エンジニアリング（株）

大江事業部
実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町
参加者数 ：114人

大江工場ボランティア清掃
主　　催 ：三菱重工業（株）　名古屋航空

宇宙システム製作所
実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町
参加者数 ：1,426人

名菱興本社周辺美化に伴うボランティア清掃
主　　催 ：名古屋菱重興産（株）
実  施  日 ：10月1日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町本社周辺
参加者数 ：72人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
名古屋支店

実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市中区栄
参加者数 ：5人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
静岡営業所

実  施  日 ：10月27日（水）
場　　所	：浜松市中区田町
参加者数 ：7人

主　　催 ：MHIエアロスペースシステムズ
（株）

実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町
参加者数 ：19人

ゴミ拾いクリーン作戦
主　　催 ：中部重環オペレーション（株）
実  施  日 ：10月18日（月）
場　　所	：名古屋市西区名駅
参加者数 ：7人

名誘　CSR　飛技部　構外美化運動
主　　催 ：三菱重工業（株）　名古屋誘導

推進システム製作所
実  施  日 ：10月7日（木）
場　　所	：小牧市大山川両岸遊歩道
参加者数 ：186人

『ふるさと清掃運動会』in 岩塚
主　　催 ：中菱エンジニアリング（株）

岩塚事業部
実  施  日 ：１０月7日（木）
場　　所	：名古屋市中村区	岩塚工場周辺
参加者数 ：125人

冷熱クリーンアップ活動
主　　催 ：三菱重工業（株）	冷熱事業本部	
実  施  日 ：10月6日（水）
場　　所	：清須市西枇杷島町
参加者数 ：65人

『ふるさと清掃運動会』in 枇杷島
主　　催 ：中菱エンジニアリング（株）

枇杷島事業部
実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：清須市西枇杷島工場周辺
参加者数 ：72人

主　　催 ：重環オペレーション（株）
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：横浜市みなとみらい

横浜ブルーアベニュー周辺
参加者数	：13人

主　　催 ：重環オペレーション（株）
実  施  日 ：10月23日（土）
場　　所	：横浜市海の公園
参加者数	：7人

菱重コールドチェーン伊勢原工業団地美化活動
主　　催 ：菱重コールドチェーン（株）
実  施  日 ：10月12日（火）
場　　所	：伊勢原市鈴川
参加者数	：5人

地域清掃

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
甲信営業所

実  施  日 ：10月25日（月）
場　　所	：諏訪市四賀神戸
参加者数	：3人

海の公園クリーンアップ

地域清掃活動

地域清掃活動

全事業所で清掃アクション！

全事業所で清掃アクション！

全事業所で清掃アクション！
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ふるさと清掃運動会 in琵琶湖
主　　催 ：三菱重工業（株）　工作機械事業部
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：滋賀県琵琶湖烏丸半島一帯
参加者数 ：101人

クリーンおおさか２０１０
主　　催 ：三菱重工エンジンシステム（株）

西日本支社
実  施  日 ：11月2日（火）　参加者数：5人
場　　所	：大阪市西区	土佐堀交差点から

地下鉄肥後橋駅付近

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
北陸営業所	

実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：金沢市古府
参加者数 ：2人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
近畿支社　京滋営業所

実  施  日 ：10月4日（月）
場　　所	：京都市南区久世中久世町
参加者数 ：7人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
名古屋事務所

実  施  日 ：10月20日（水）
場　　所	：清須市西枇杷島町
参加者数 ：12人

クリーン楽々ボランティア
主　　催 ：三菱重工業（株）　神戸造船所	
実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区和田崎町
参加者数 ：444人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）　
栗東本社

実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：栗東市六地蔵
参加者数 ：23人

ふるさと清掃運動会 in琵琶湖

ふるさと清掃運動会 in琵琶湖

主　　催 ：（株）リョーイン　栗東営業所
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：滋賀県琵琶湖烏丸半島一帯
参加者数 ：1人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
近畿支社　大阪事務所

実  施  日 ：10月12日（火）
場　　所	：大阪市西区土佐堀
参加者数 ：16人

主　　催 ：（株）春秋社　京滋支店
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：滋賀県琵琶湖烏丸半島一帯
参加者数 ：1人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
大阪支店

実  施  日 ：10月25日（月）
場　　所	：大阪市淀川区宮原
参加者数 ：8人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
中部支社安全衛生委員会

実  施  日 ：10月6日（水）
場　　所	：名古屋市昭和区	事務所周辺
参加者数 ：21人

平成22年第3回大江工場周辺ボランティア清掃
主　　催 ：（株）リョーイン　

名古屋営業所
実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町
参加者数 ：29人

Ｈ22年　秋季クリーン作戦
主　　催 ：三菱重工エンジンシステム（株）

中部支社　部品・サービスＧ
実  施  日 ：10月29日（金）
場　　所	：一宮市工場構内及び周辺道路
参加者数 ：15人

主　　催 ：MHI エアロスペースロジテム
（株）小牧物流部

実  施  日 ：10月12日（火）
場　　所	：小牧市東田中
参加者数 ：93人

主　　催 ：MHI エアロスペースロジテム
（株）名古屋港物流センター

実  施  日 ：10月19日（火）
場　　所	：愛知県海部郡飛島村物流セン

ター周辺
参加者数 ：48人

主　　催 ：MHI エアロスペースロジテム
（株）大江西物流部

実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区大江町
参加者数 ：68人

主　　催 ：ＭＨＩエアロスペースロジテム
（株）　大江物流部

実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：名古屋市港区竜宮町
参加者数 ：5人

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

地域清掃活動

地域清掃活動

地域清掃活動

全事業所で清掃アクション！

全事業所で清掃アクション！

全事業所で清掃アクション！

ツールマネージャー週末清掃作戦

鶴羽二丁目　美化美化運動
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主　　催 ：（株）リョーイン　三原営業所
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：三原市	筆影山
参加者数 ：7人

主　　催 ：（株）リョーイン　神戸営業所
実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区和田崎町
参加者数 ：7人

環境クリーンアップキャンペーン
主　　催 ：三菱重工業鉄構エンジニアリング

（株）　広島
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市中区江波
参加者数 ：8人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
兵庫営業所

実  施  日 ：10月27日（水）
場　　所	：加古川市加古川町
参加者数 ：4人

筆影山クリーン＆ウォーキング活動

筆影山クリーン＆ウォーキング活動

筆影山クリーン＆ウォーキング活動

筆影山クリーン＆ウォーキング活動

主　　催 ：三菱重工業（株）
交通・先端機器事業部

実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：三原市	筆影山
参加者数 ：40人

主　　催 ：三菱重工メカトロシステムズ
（株）

実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区・明石市二見町
参加者数 ：14人

主　　催 ：（株）リョーイン　広島営業所
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市西区・中区　
参加者数 ：3人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
近畿支社　尼崎事務所

実  施  日 ：10月12日（火）
場　　所	：尼崎市長洲東通
参加者数 ：6人

通勤路および社員クラブ周辺の清掃
主　　催 ：（株）リョーイン　高砂営業所
実  施  日 ：10月18日（月）
場　　所	：高砂市荒井町
参加者数 ：20人

クリーン楽々ボランティア

クリーン楽々ボランティア

環境クリーンキャンペーン

環境クリーンキャンペーン

主　　催 ：三菱重工業（株）　機械事業部
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市西区観音新町
参加者数 ：184人

ＭＨＩシーテック清掃会
主　　催 ：（株）ＭＨＩシーテック
実  施  日 ：10月19日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区三石公園
参加者数 ：11人

主　　催 ：東中国菱重興産（株）
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：三原市	筆影山
参加者数 ：7人

主　　催 ：（株）春秋社　関西支店
実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区和田崎町
参加者数 ：5人

ビーバークリーン活動
主　　催 ：三菱重工空調システム（株）

中四国支社
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市西区観音新町
参加者数 ：18人

二見臨海工業団地クリーン作戦
主　　催 ：三菱重工エンジンシステム（株）

西日本支社二見工場
実  施  日 ：10月12日（火）
場　　所	：兵庫県加古郡播磨町
参加者数 ：9人

主　　催 ：三菱重工交通機器エンジニア
リング（株）

実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：三原市	筆影山
参加者数 ：10人

主　　催 ：原子力サービスエンジニアリン
グ（株）

実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：神戸市兵庫区和田崎町
参加者数 ：30人

通勤路および社員クラブ周辺の清掃
主　　催 ：三菱重工業（株）　高砂製作所	
実  施  日 ：10月18日（月）、10月27日（水）
場　　所	：高砂市荒井町
参加者数 ：34人

ふるさと清掃運動会

全事業所で清掃アクション！

クリーン楽々ボランティア

クリーンエコボランティア
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重工空調 久留米
主　　催 ：三菱重工空調システム（株）

久留米営業所
実  施  日 ：10月29日（金）
場　　所	：久留米市合川町
参加者数 ：7人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
北九州営業所

実  施  日 ：10月4日（月）～25日（月）
場　　所	：北九州市小倉北区
参加者数 ：7人

第１回 地域清掃活動
主　　催 ：（株）春秋社　下関支店
実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：下関市彦島
参加者数 ：3人

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
九州営業所

実  施  日 ：10月28日（月）
場　　所	：福岡市博多区榎田
参加者数 ：2人

三菱重工福岡ビル周辺美化運動
主　　催 ：三菱重工空調システム（株）

九州支社　榎田事務所
実  施  日 ：10月22日（金）
場　　所	：福岡市博多区榎田
参加者数 ：13人

松島5丁目15-16道路周辺清掃作業
主　　催 ：三菱重工空調システム（株）

九州支社　技術サービス部
実  施  日 ：10月7日（木）
場　　所	：福岡市東区松島
参加者数 ：12人

主　　催 ：エムイーシーエンジニアリング
サービス（株）

実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市中区江波
参加者数 ：15人

主　　催 ：三菱重工業（株）　下関造船所
実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：下関市彦島
参加者数 ：133人

主　　催 ：広島菱重エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市西区・中区　
参加者数 ：8人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
松山営業所

実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：松山市山越
参加者数 ：3人

主　　催 ：広島ダイヤシステム（株）
実  施  日 ：10月15日（金）
場　　所	：広島市西区・中区　
参加者数 ：12人

菱エンＣＳＲ清掃活動
主　　催 ：広島菱重エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月16日（土）
場　　所	：広島市	みずとりの浜公園
参加者数 ：4人

主　　催 ：（株）広自センター
実  施  日 ：10月20日（水）
場　　所	：広島市西区太田川放水路堤防他
参加者数 ：13人

ふるさとクリーン作戦
主　　催 ：関門ドックサービス（株）
実  施  日 ：11月3日（水）
場　　所	：下関市彦島
参加者数 ：73人

みずとりの浜公園清掃活動
主　　催 ：MHIソリューションテクノロジーズ（株）
実  施  日 ：10月2日（土）
場　　所	：広島市	みずとりの浜公園
参加者数 ：47人

主　　催 ：（株）リョーイン　下関営業所
実  施  日 ：10月13日（水）
場　　所	：下関市彦島
参加者数 ：14人

全事業所で清掃アクション！

主　　催 ：三菱重工工作機械販売（株）
広島営業所

実  施  日 ：10月18日（月）
場　　所	：広島市中区西川口町
参加者数 ：11人

全事業所で清掃アクション！

地域清掃活動

地域清掃活動

ふるさと清掃

ふるさと清掃運動会

環境クリーンキャンペーン

環境クリーンキャンペーン

環境クリーンキャンペーン

彦島江の浦地区清掃活動
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環境アクション
主　　催 ：三菱重工エンジンシステム（株）

九州支社日豊営業所
実  施  日 ：10月28日（木）
場　　所	：延岡市	営業所前歩道及び工場

裏市道
参加者数 ：5人

主　　催 ：三菱重工空調システム（株）
長崎営業所

実  施  日 ：10月8日（金）
場　　所	：長崎市岩屋町
参加者数 ：6人

主　　催 ：（株）リョーイン　長崎営業所
実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：長崎市	水の浦公園他（６ヶ所）
参加者数 ：50人

ふるさと清掃運動会  伊王島
主　　催 ：長菱船舶工事（株）　菱船会
実  施  日 ：10月17日（日）
場　　所	：長崎市	伊王島海水浴場他
参加者数 ：46人

主　　催 ：エムエイチアイオーシャニクス（株）
実  施  日 ：10月8、15、19、22、29日
場　　所	：長崎市宝町・光町国

道202号線の歩道
参加者数 ：80人

主　　催 ：長菱エンジニアリング（株）
実  施  日 ：10月19日（火）
場　　所	：長崎市香焼本村	埋立地海岸
参加者数 ：11人

主　　催 ：三菱重工業（株）　長崎造船所	
実  施  日 ：10月20日（水）
場　　所	：長崎市飽の浦町・諫早市
参加者数 ：156人

ＤＳ社・清掃活動
主　　催 ：長崎ダイヤモンドスタッフ（株）
実  施  日 ：10月毎週水曜日
場　　所	：長崎市淵町本社前バス停周辺
参加者数 ：20人

主　　催 ：長菱設計（株）
実  施  日 ：10月12日（火）、25日（月）
場　　所	：長崎市飽の浦町、水の浦、三

菱長研バス停近辺
参加者数 ：10人

湊公園清掃活動
主　　催 ：（株）春秋社　長崎支店
実  施  日 ：10月20日（水）
場　　所	：長崎市新地町
参加者数 ：17人

長船周辺バス停（４箇所）清掃
主　　催 ：長崎菱興サービス（株）
実  施  日 ：10月6日（水）、10月20日（水）
場　　所	：長崎市飽の浦町、長船周辺バス停

４箇所
参加者数 ：18人

主　　催 ：長菱ソフトウェア（株）
実  施  日 ：10月6日（水）～29日（金）
場　　所	：長崎市飽の浦町	本社など事業

所周辺
参加者数 ：94人

象徴的ＣＳＲ活動／ふるさと清掃運動会
主　　催 ：エムエイチアイマリテック（株）
実  施  日 ：10月30日（土）
場　　所	：長崎市	飽の浦公園
参加者数 ：50人

主　　催 ：光和興業（株）
実  施  日 ：10月26日（火）
場　　所	：長崎市小菅町
参加者数 ：12人

道路アダプト（地域清掃活動）事業
主　　催 ：西日本菱重興産（株）
実  施  日 ：10月14日（木）
場　　所	：長崎市飽の浦町	研究所前から

飽の浦間
参加者数 ：14人

バス停「鍛冶町バス停」清掃活動
主　　催 ：長菱検査（株）
実  施  日 ：10月4日（月）～25日（月）
場　　所	：長崎市深堀町	本社前のバス停
参加者数 ：30人

長崎水辺の森公園清掃活動
主　　催 ：長菱制御システム（株）
実  施  日 ：10月21日（木）
場　　所	：長崎市	水辺の森公園
参加者数 ：11人

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

ふるさと清掃運動会

長崎造船所工場周辺の清掃

長崎は今日も美しく！ クリーン作戦

国史跡「小菅修船場跡」周辺の美化清掃

遊歩道クリーン作戦

バス停清掃活動
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主　　催	：三菱 UFJ モルガン・スタン
レー証券株式会社	長崎支店

実  施  日 	：10月15日（金）
場　　所	：店周辺
参加者数	：18人
実施内容	：支店周辺、観光地域の美化活
動で清掃を実施。空き缶、タバコの吸殻、
お菓子の袋等でゴミ袋3袋分集まった。

主　　催	：株式会社東洋製作所及びグループ企業｛株式会社
トーマス、東洋エキスパート株式会社｝

実  施  日 	：11月11日（木）　場所：東京都品川区
参加者数	：48人
実施内容	：青物横丁駅から東洋製作所までの清掃活動を通じ
て、地域社会環境美化に貢献しました。当日は好天に恵まれ、
楽しく活動できました。

店周清掃活動 店周清掃活動
主　　催	：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

津島支店
実  施  日 	：10月20日（水）　
場　　所	：愛知県津島市昭和町
参加者数	：10人
実施内容	：店周から駅前商店街
にかけての道路・植え込みのゴ
ミ拾い。可燃・不燃とも自治体指
定のゴミ袋にて回収。

地域清掃活動
主　　催	：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

岡本寮 ･浜甲子園寮
実  施  日 	：11月27日（土）　
場　　所	：兵庫県神戸市 ･岡本寮周辺及び住吉川河川敷
参加者数	：24人
実施内容	：岡本寮 ･浜甲子園寮
生で、地元周辺の清掃活動を行
いました。

主　　催	：株式会社東洋製作所　九州支店
実  施  日 	：11月11日（金）　
場　　所	：福岡県福岡市博多区
参加者数	：8人
実施内容	：通勤に利用している歩道
の清掃を通じて博多の地域美化に貢
献しました。

主　　催	：株式会社東洋製作所　
筑波営業所

実  施  日 	：10月29日（金）　
場　　所	：茨城県土浦市
参加者数	：4人
実施内容	：地元周辺の清掃活動を通じて、地域社会美化に貢
献しました。

主　　催	：株式会社東洋製作所
宇都宮営業所

実  施  日 	：11月11日（金）　
場　　所	：栃木県宇都宮市城南
参加者数	：3人
実施内容	：営業所周辺の清掃

主　　催	：株式会社東洋製作所
北関東営業所

実  施  日 	：10月29日（金）　
場　　所	：埼玉県熊谷市
参加者数	：5人
実施内容	：営業所周辺清掃

店周清掃活動
主　　催	：三菱 UFJ モルガン・スタン

レー証券株式会社	姫路支店
実  施  日 	：10月4日（月）
場　　所	：店周辺
参加者数	：6人
実施内容	：店周の道路・植え込みのゴ
ミ拾い。可燃・不燃とも自治体指定のゴ
ミ袋にて回収。

広島平和記念公園の清掃活動
主　　催	：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

広島支店
実  施  日 	：11月14日（日）　場所：広島市広島記念公園
参加者数	：65人（社員50人、一般15人）
実施内容	：地元 NPO法人のボランティア活動に参加して
平和記念公園を清掃。今回は参加者が多かったため、10
グループに分かれて
活動しました。5月に
も支店全員と家族で
清掃しました。

東洋製作所グループの活動

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の活動

私たちの地域を「キ・レ・イ」にしたい（隊）！

主　　催	：株式会社東洋製作所大和本社
実  施  日 	：11月16日（火）　
場　　所	：神奈川県大和市下鶴間
参加者数	：11人
実施内容	：周辺地域の企業と合同で
つきみ野地区清掃活動を実施しまし
た。

seisou2010_0113.indd   30 11/01/13   12:47



31

企業

フジテレビ☆
台場クリーンアップ大作戦

主　　催	：株式会社ベネッセスタイルケア　
みんなの Benesse プロジェクト

実  施  日 	：10月13日（火）
場　　所	：神奈川県横浜市メディカルホームグラニー保

土ヶ谷 ･横浜
参加者数	：24人
実施内容	：夕焼けの中、有料老人ホーム、居宅介護支援事業

所のスタッフ及び入居者と一緒に散歩コースの
道路や公園の清掃を行いました。

主　　催	：株式会社ベネッセスタイルケア　
みんなの Benesse プロジェクト

実  施  日 	：10月24日（水）
場　　所	：東京都杉並区ベネッセケアハウス今川周辺
参加者数	：9人
実施内容	：普段の散歩コースを、有料老人ホームのスタッフ

及び入居者と一緒に清掃しました。

ふるさと清掃運動会 in 保土ヶ谷

ふるさと清掃運動会 in 今川

主　　催	：株式会社石田技術コンサルタンツ　設計第2部
実  施  日 	：10月22日（金）
場　　所	：愛知県小牧市東新町周辺
参加者数	：14人
実施内容	：東新町周辺のゴミ拾い、及び落葉拾いを行いまし

た。

ITC クリーン作戦（にぶたち）2010秋　富士山エコツアー
主　　催	：ドコモ・システムズ株式会社
後援協賛	：ドコモ・テクノロジー（株）、ドコモ・サポート（株）
実  施  日 	：10月30日（土）
場　　所	：富士山北麓（富士吉田市　泉瑞）
参加者数	：66人（子供10人含む）
実施内容	：季節外れの台風14号に見舞われ富士山ろくの清

掃活動は泣く泣く中止となってしまいました。代
替措置として、富士山クラブスタッフから富士山
の現状や生物多様性についてのお話しをしてい
ただくなどの環境教育を実施いたしました。
　説明は、写真を多用し噛み砕いた説明をしてい
ただいたため、参加した子供たちにも理解できる
内容で大変好評でした。

主　　催	：株式会社フジテレビジョン	ＣＳＲ推進室
実  施  日 	：10月４日（月）
場　　所	：東京都港区台場フジテレビ周辺
参加者数	：22人
実施内容	：隔週月曜日のお昼休みに行っている清掃活動を

拡大して開催。3人のアナウンサーも参加しまし
た。観光客の多いエリアだけに、植え込みの中か
らペットボトルや空き瓶も数多く回収。社内施設
で分別、リサイクル利用処理をしました。また10
月24日（日）に開催された『高尾の森づくりプロ
ジェクト』にも４人の社員が参加。森作り作業の
お手伝いをしました。
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北海道　札幌・大通公園、函館・五稜郭公園、室蘭市、
苫小牧市、千歳市、小樽市・花園公園、砂川市

の7市で113人が活動。

東　北　青森県（青森市 ･合捕公園）、岩手県（盛岡市・
高松の池）、宮城県（亘市）、秋田県（秋田市・

千秋公園）、山形県（山形市・霞城公園）、福島

県（福島市・郡山市の各駅前）の7市、108人

関　東　群馬県（伊勢崎市 ･華蔵寺公園、桐生市・桐生
が丘公園の2か所60人）、

　毎日新聞社は10月16日 ( 土 ) を全国一斉清掃活動の日と設定、全国の駅や公園、海岸、道路、街頭などで清掃
活動が繰り広げられました。この活動は昨年に引き続き行っていて、販売店を中心に全国135カ所で4230人が
参加しました。
　また、毎日新聞富士山再生キャンペーンを10年にわたって取り組み、アルピニストの野口健さんらと今年も4
回、富士山の裾野で清掃活動を行っています。
これらの活動の様子は毎日新聞の各県版を中心に掲載し、運動を広めています。

栃木県（足利市・渡良瀬川、鹿沼市・鹿沼総合

体育館周辺の2カ所13人）。茨城県	（古河市・渡

良瀬川、水戸市・千波湖の2か所130人）、山梨

県（甲府市・昇仙峡に95人）、

静岡県（22専売店900人が店周辺で活動したほ

か駿府公園と併せ1050人が参加）。

埼玉県（さいたま市、狭山市・稲荷山公園、幸

手駅周辺、春日部市・武里駅、越谷市役所周辺、

草加駅周辺など213人）。千葉県（松戸市、流山市、

柏市、我孫子市、成田市、市川市、浦安市、船橋市、

八千代市、佐倉市が店から最寄り駅まで清掃、

鴨川シーワールド、茂原公園、稲毛海浜公園と

併せ160人）。神奈川県（小田原海岸、本厚木、相

模大野、青葉台の各駅周辺及び店周辺の清掃で

280人）。

毎日新聞グループが
全国一斉清掃活動

113人

108人

2,406人
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東京都（多摩地区の武蔵野、小金井、府中、調布、

狛江、稲城、西東京、東久留米、清瀬、立川、八

王子、町田、青梅各市の販売店周辺で200人、

23区内では新宿区・

花園神社~早稲田、板

橋区と杉並区、江戸川

区、葛飾区内の環状7

号線沿いの歩道及び

赤羽、蒲田各駅周辺の

清掃に205人）。

信　越　長野県では長野駅周辺及び店周辺の清掃に10
人、新潟県は時期を改め実施することにした。

中　部　名古屋市ミッドラン周辺、一ノ宮駅周辺、岡崎
公園、岐阜市・美江寺観音、四日市市・博物館

周辺、津市・偕楽公園、鳥羽市・市民の森など

150人。

北　陸　福井県（敦賀市・気比神宮）、石川県（金沢市・
さくら公園）、富山県（富山市・県庁前公園）な

ど20人。

関　西　大阪府（大阪市・大阪府庁舎近辺など6カ所、
堺市 ･百舌鳥八幡宮、和泉市・久保惣記念館周

辺、泉佐野市・末広公園周辺、藤井寺市・西名

阪藤井寺インター、枚方市・京阪香里駅周辺、

四条畷市・駅周辺、摂津市・千里丘駅周辺、川

西市・川西能勢駅周辺など343人）。京都府（京

都市・出町柳駅周辺、平等院近辺、宮津市・天

橋立周辺など66人）。兵庫県（明石市・大蔵海

岸及び望海公園、三田市・道場駅周辺、芦屋市・

芦屋浜、尼崎市・武庫川、姫路市・姫路城、南

あわじ市・陸の港西淡、丹波市・達身寺、豊岡市・

城山公園など166人）。滋賀県（長浜市・小谷城

址公園で74人）。奈良県（奈良市・大宮駅及び

西大路駅周辺、生駒市・生駒駅周辺、斑鳩町・

法隆寺、橿原市・八木駅周辺、吉野郡・御所駅

周辺、名張市・名張市役所周辺など65人）。和

歌山県（和歌山市・和歌山城公園、田辺市・扇ヶ

浜公園で103人）。

中　国　岡山県（岡山市・岡山城公園、倉敷市・倉敷駅
~美観地区、津山市・鶴山公園など33人）。広

島県（広島市・原爆ドーム、福山市・鞆の浦で

20人）。鳥取県（米子市・日野川で6人）。島根県

（松江市・玉造温泉で10人）。山口県（周南市・

徳山駅周辺、岩国市・錦帯橋、宇部市・宇部新

川駅周辺、下関市・みもすそ川公園など70人）。

四　国　徳島県（徳島市・徳島中央公園で7人）。香川県
（観音寺市・一ノ宮公園で15人）。愛媛県（四国

中央市・川の江城で15人。松山市・道後公園で

10人）。高知県（高知市・桂浜で15人）。

九　州　福岡県（北九州市・市役所周辺及び黒﨑駅周辺、
飯塚市・筑豊ハイツ、福岡市・博多駅と天神駅

周辺、久留米市・東町公園、柳川市・日吉神社、

大牟田市・延命公園などで207人）。佐賀県（佐

賀駅周辺で15人）。長崎県（長崎市・公会堂で

10人）。熊本県（熊本城公園で36人）。大分県（大

分市・弁天橋 ~滝尾橋河川敷で20人）。宮崎県

（延岡市・金堂ヶ池周辺で14人）。

主　　催	：毎日新聞富士山再生キャンペーン
実  施  日 	：11月3日（水・文化の日）
場　　所	：山梨県富士河口湖町青木ヶ原樹海
参加者数	：100人
実施内容	：毎日新聞の読者を中心に約100人が、アルピニス
ト・野口健さんの指導で、道路沿いの樹海内に不法投棄され
たゴミ類（タイヤ、空き缶、ペットボトル、ガラス類、住宅廃
材など）約1トンを回収しました。当日は冠雪した富士山の
稜線もくっきりと浮かぶ快晴で、絶好のゴミ拾い日和に恵ま
れました。毎日新聞主催富士山クリーンツアーは2000年か
ら行っており、今年は11年目。5月から11月まで計4回実施し、
参加者は計370人、回収したゴミの量は約3トン。

毎日新聞富士山クリーンツアー

10人

150人

20人

817人

62人

302人

139人
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1. 廃棄物を極力抑制しましょう。
廃棄物の発生を最小限にとどめるために、次の取り組み
を行いましょう。
①開催場所で関係資料などを配布するため搬入に使用し
た空きダンボール箱などは主催者が必ず持ち帰りましょう。
②配布資料の残りについても主催者が持ち帰りましょう。
③参加者が開催場所に持ち込んだ飲料ボトル、弁当など
の空き箱については各自が持ち帰るように呼びかけ、持
ち帰らなかった場合は主催者が持ち帰りましょう。
④回収したゴミはきちんと分別を行い、ペットボトルの
キャップや空き缶などリサイクルできるものは寄付金など
に役立てましょう。

2. 地球温暖化防止への取り組み
地球温暖化防止対策として温室ガスを削減するために、
次の取り組みを行いましょう。

①開催場所に来る場合は、なるべく公共交通手段を使う
よう、参加者に呼びかけましょう。
②自家用車で来る場合は、なるべく定員一杯まで同乗す
るように呼びかけましょう。
③開催場所まで歩ける距離であれば、なるべく歩いてくる
よう促しましょう。

3.安全計画
①主催者はあらかじめ開催場所を調査し、危険がないかど
うか確認しましょう。
②参加者が多数の場合、20人に１人程度の管理者を配
置しましょう。
③急激な天候変化があった場合は直ちに中止し、主催者
は安全な場所に誘導しましょう。

環境に配慮した活動心得

主　　催	：株式会社井出組
実  施  日 	：10月2日（土）
場　　所	：静岡県富士市（町田町、津田、津田町、荒田町、青島）
参加者数	：125人（社員60人と協力会社48社65人）
実施内容	：月１回実施している清掃活動「ふじクリーンパー

トナー」（富士市の地域清掃活動事業）の登録活
動エリアを拡大し、創立60周年を記念して、協力
会社にも参加してもらい会社周辺道路の歩道や
植え込みのごみ拾いを実施、トラック1台分を回
収しました。

主　　催	：中部グループ地域貢献委員会
後援協賛	：（株）中部自動車整備工場、（株）中部鋼材、（株）

トラストワン
実  施  日 	：9月19日（日）
場　　所	：沖縄県うるま市海邦公園
参加者数	：104人
実施内容	：後援、協賛社の社員および家族、友人知人と一緒

に後援周辺のゴミ拾いを行いました。多くの参加
者がありましたが、熱中症やケガもなく無事終了
しました。

主　　催	：ネスレ日本株式会社
実  施  日 	：10月23日（土）
場　　所	：兵庫県神戸市六甲山
参加者数	：18人
実施内容	：六甲山の六甲ケーブル山上駅から六甲山牧場を

経由、自然の家まで道路沿いの清掃活動を行った
後、徳川道から六甲山森林植物園までウェルネス
ハイキングを実施しました。

創立60周年　地域清掃大行動

中部グループクリーンウォーク

六甲山清掃ハイキング
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