源流から河口までゴミ拾いのネットワーク

●企業
・

荒川クリーンエイドは、2014 年も市民団体・自治体・企業・学校など

NTT東日本-関信越 埼玉支店グループ、 ・

-national Center、 ・

様々な団体とのパートナーシップを実現しながら、

リコージャパン（株）、

・

東レ
（株）
、

足立成和信用金庫、

/NTT労働組合東京グループ連絡会、
（株）
、

●市民団体

保険
（株）
、
秩父教育懇話会
（秩父こどもエ

巣の環境を考える会、

市野川水系の会in滑川町、

埼玉県生態系保護

荒川夢クラブ、 ・

埼玉県生態系保護

協会 川口支部、

FUJIO PROJECT、

・

・

板橋グローブクラブ、 ～

辺クラブ、 ～

あらかわミズガキ隊、

ローソングループ、

ジブラルタ生命保険

小松川信用金庫、

島村運輸倉庫
（株）
、 ・

SMBC日興証券
（株）
、 ・

友生命保険（相）、 （株）
キャプティ、

松山油脂
（株）
、 ・

ズ
（株）
、

ダイエーグループ、

三菱UFJトラス

住

ジョンソンコントロール

りそな銀行 首都圏地域
（計：57会場）

SMBCフレンド証券（株）、

ボーイスカ

ふるさと清掃運動会実行委員

墨田区保護司会吾嬬西分区、

に自然を戻す市民の会、 ・

JFE商事労働組合、

トシステム
（株）システム開発第4部、

足立区本木・水辺の会、 ・

会、 ・ SAVE JAPAN プロジェクト、 （一社）
グッド・チャリ
ズム宣言プロジェクト、

（株）
、

・

グローバル・ロジスティック・

プロパティ−ズ
（株）
、 （一社）
建築ビジョン、
（株）ユーニック、

（株）
東京スター銀行

北区水

尾久の原愛好会、 ・ ・ （NPO）
荒川クリーンエイド・フォ
ーラム、

ブルームバーグL.P.、

グローリー

いたばし野鳥

北区水辺の会、

大正大学環境サークルsmile、 ・

ウト東京連盟城北地区北第11団、

（株）
、 ～

黒目川クリーン

あさか環境市民会議、

モンデリーズ・ジャパン
（株）
、

東京損害保険代理業協会、 ・ （株）
エックスワン、

ふれあい市

協会 戸田・蕨支部、
クラブ、

日本ロレアル
（株）
、 ・ （株）
かんぽ生命保険、 ・

（株）
新生銀行、 （株）東京スター銀行、 （株）資生堂、 （一社）

鴻

大谷川クリーン大作戦市

民実行委員会、 （NPO）
荒川の自然を守る会、
エイド実行委員会、

～

明

三井住友海上プライマリー生命

（一財）
アールビーズスポーツ財団、

コクラブ）、 （NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会、

情報労連東京都協議会

日本KFCホールディングス

西武建設
（株）東京支店、 （株）
日立ビルシステム、

治安田生命保険（株）千住支社、

野川クリーンアップ作戦協議会、 ～

日本工営（株）、

みずほ証券（株）、 ・ 豪田ヨシオ部、 POSCO JAPAN（株）、

荒川とその支流の各地で実施されました。

（NPO）
秩父の環境を考える会、

JAMBO Inter

足立区本木・水辺の会

ブ、 ・ （NPO）
えどがわエコセンター、 ～

西なぎさ発：東

京里海エイド、 ～

川の手ファンク

ラブ、

中土手

・

下平井水辺の楽校、 ～

小松川平井連合町会、

江戸川・生活者ネットワーク、

江東エコリーダーの会

（計78会場）

東京東江戸川ローターアクトクラ

●学校
東京都立桐ヶ丘高等学校、 ・

●自治体

江戸川区立大杉小学校、 ・
戸川区立平井小学校、

戸田市公園河川課、
りと公園課、

北区、

ポーツ振興課、

川口市建設部建設管理課、
足立区、

小松川第二小学校

江東区立第五大島小学校、

江

江戸川区立

（計：12 会場）

荒川区地域文化スポーツ部ス

台東区教育委員会青少年・スポーツ課、

を考える葛飾区民会議・葛飾区、
とみどりの課、

板橋区みど

葛飾区立小松南小学校、 ～
江戸川区立平井東小学校、

墨田区、

荒川

江戸川区土木部水

江東区土木部施設保全課

（計：11 会場 内 2 会場は市民団体との協働開催）
北区
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江戸川区立小松川第二小学校

7

荒川クリーンエイドの仲間たち

16

私たちNTT東日本埼玉
事業部
（関信越グループ
埼玉エリア）
では、環境
保護及び地域貢献活動
の一環として県内の荒
川流域 3会場
（秋ケ瀬公
園、上戸運動公園周辺、
荒川村岡運動場）にて、
NTT東日本埼玉グルー
プ各会社やOB社員の協力を得てグループ一体となった清掃活動を実施
しています。本活動は平成8年から毎年実施しており、継続した取り組
みを大切にして今後も環境保護活動に積極的に参加したいと思います。
13）❶11/9（日）❷47人 ❸12（9/2/1）袋 ❹2（1/1/0）
14）❶11/9（日）❷109（4）人 ❸8（6/1/1）袋 ❹2（1/1/0）

毎年、ゴミ拾いと水質調査の後は、魚とりをして、通りがかった人
たちに見てもらいます。
「こんなにいろんな魚が住んでいるんじゃ、汚
い水やゴミは流せないね」と言ってくれるのがうれしいですね。
終ってから、その場でお汁粉を煮て食べました。いつもは毎月1回の
魚類調査のときにゴミ拾いをしています。散歩のついでにゴミを拾っ
ていく人が増えてきたのもうれしいことです。
❶10/19（日）❷8（2）人 ❸9（5/3/1）
袋 ❹2
（0/2/0）
袋 ❺13個

13）
入間川上戸運動公園
（川越市） 14）
秋ヶ瀬運動公園
（さいたま市）

荒川クリーンエイド 2014 は、
市民団体、企業、自治体、学校などさまざまな団体のみなさんにより実施されました。
各団体の概要や感想などを紹介します。

1 （NPO）秩父の環境を考える会

7

今年で9年目のゴミ調査。昨年は雨中にも関わらず47人、一昨年は50
人と、毎年同じメンバーに顔を出していただき、本当にありがたく思
っています。40代：2人、50代：4人、60代：26人、70代：11人、80代：
3人、以上46人に良い汗をかいてもらいました。尚、粗大ゴミは以下
の3品です。ガスボンベ（11.5kg）、揚水ポンプのタンクケース、電子
レンジ、以上の3品でした。今後も継続していきます。子どもの参加
も促したい。
❶10/26（日）❷46人 ❸2（0/2/0）袋 ❹15（15/0/0）袋 ❺3個

❶11/8（土）❷17人 ❸4（3/0/1）袋 ❹2（1/1/0）袋 ❺2個

影森グラウンド
（秩父市）
／岩田泰典

2

13,14 NTT東日本-関信越 埼玉支店グループ

秩父教育懇話会
（秩父こどもエコクラブ）

高砂橋上流右岸
（長瀞町）
／新井秀直

❶9/7（日）雨天中止

3 （NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会
熊谷市内河川敷6会場
（熊谷市）／栗原 尭

今年も、前日の準備段
階から当時の天候が危
ぶまれ、当日実施の決
断には悩まされました。
結果としては事故もな
く、無事終了すること
ができました。今年の
ゴミの量は以下の通り
です。ゴミ問題に対す
る意識は着実に良くなってきているようですが、残念ながら一部のエ
リアで不法投棄と思われる場所がありました。
❶11/9（日）❷1310（230）人
❸可燃680kg 不燃320kg 粗大ゴミ400kg

4,5,6 鴻巣の環境を考える会

鴻巣市河川敷3会場
（鴻巣市）
／川島秀男
4）
大芦橋下流左岸 5）
糠田橋下流左岸 6）御成橋下流左岸

晴天でした。川幅日本
一荒川2,537ｍの鴻巣
の荒川。大芦橋左岸下
流より御成橋左岸下流
まで、クリーンエイド
の面積は広大でしたが、
今回は人や車が入り易
い場所に限って重点的
にゴミを拾いました。
今年はコウノトリ湿地の自然観察会と重なり、少数精鋭でやりました。
当会員以外の方が飛び入りで参加してくれました。心より感謝いたし
ます。コウノトリが飛んで来てくれると思います。
4）
〜6）計 ❶11/23（日）❷9人 ❸40（20/16/4）袋
		 ❻（NPO）鴻巣こうのとりを育む会、吹上環境フォーラム

市野川水系の会in滑川町、
比企川づくり協議会

滑川町羽根尾〜区集会所（滑川町）／日下 進

8

ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会

吉見百穴前市野川河川敷（東松山市）／伊田登喜三郎

本事業は毎年11月第2
週土曜日の開催を基本
とし、今年も11月8日
（土）に行いました。開
催 も11年 目 と な り 会
員 も41団 体、 参 加 者
は約700人という毎年
恒例の事業となってき
ました。また、本年か
ら事務局を県からロータリークラブに変更し運営を行っていくことに
なりました。当日は、清掃活動に最適な晴天であり、清掃活動終了後
には豚汁、飲み物を参加者にふるまい、心も体も満足していただいた
と思っております。
❶11/8（土）❷700人 ❸❹❺計1t

9,10,11

大谷川クリーン大作戦
市民実行委員会

大谷川（鶴ヶ島市）／鈴木勝行
9）太田ヶ谷地区／内野訓雄 10）藤金地区／宮崎弘子
11）五味ヶ谷地区／滝島静明

2014年度の大谷川一
斉清掃活動は、例年と
同様クリーンデーと同
日に、藤金地区、五味
ヶ谷、太田ヶ谷の市内
3カ所の会場で総勢57
名の方が参加し、実施
された。各会場で、川
の中のゴミ総量は減っ
てきているようですが、今年は増水した回数が多く、藤金会場では河
畔林等に溜まったゴミが多数回収され、河畔林など引っかかる木々がない
太田ヶ谷では、ゴミの量が少なかった。今年もゴミの回収とともに、河畔
林や抽水植物など水辺の植生の管理が、重要な活動になった。早朝から
地域の清掃が終わった後の作業になり、参加者は体力的には大変だった。
9）❶10/19（日）❷11人 ❸6（5/1/0）袋 ❺2個 ❻大谷川源流の会
10）❶10/19（日）❷11人 ❸32（21/11/0）袋 ❺3個
		 ❻（NPO）つるがしま里山サポートクラブ、鶴ヶ島の自然を守る会、
		 エコ鶴市民の会、プログレス
11）❶10/19（日）❷35人 ❸9（6/3/0）袋 ❺1個 ❻五味ヶ谷めだか学舎

12 （NPO）荒川の自然を守る会
三ツ又ビオトープ（川島町）／菅間宏子

❶10/5（日）雨天中止

※村岡運動公園
（熊谷市）
会場は、3）
（NPO）
熊谷の環境を考える連絡協議会の
参加団体に含みます。

15

黒目川クリーンエイド実行委員会

黒目川流域
（東久留米市）
／菅谷輝美

市内の流れ全長4.3km
に渡る
「河童のクゥ クリ
ーン作戦」
は約600名が
黒目川沿いの小学校に
朝 8 時半に集まり、東
久留米市長の挨拶の後、
流域を37グループに分
かれ各担当区間で開始
しました。川には護岸
の上に転落防止フェンスもあり、フェンスを乗り越えてクリーンエイ
ドを実施。調査カードの記入はゴミを拾った時や、集めたゴミを分別
して記入するなど、様々な手法で実施しました。今回のベスト１は食
品のポリ袋（菓子等）でした。
❶10/19（日）❷600（500）人 ❸18袋 ❹37袋
❻東久留米少年野球連盟、都立東久留米総合高校

あさか環境市民会議、黒目川に親しむ会

黒目川・浜崎黒目橋周辺
（朝霞市）
／藤井由美子

17

埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部、
戸田市公園河川課、荒川夢クラブ

戸田橋周辺左岸
（戸田市）
／石本 誠

ここ数年ゴミの量は減
少傾向で喜ばしい事で
すが、戸田会場ではタ
バコのすいがら、花火
の燃えカスが非常に多
い現象が続いておりま
す。参加者の中には花
火禁止、見回りを訴え
る人もいます。他の市
区ではタバコのすいがらは減少しているのにと嘆かわしく思われてな
りません。戸田で唯一憩いの場所である荒川に、自分の始末も出来な
い人が一向に減らないと、荒川はきっと悲しんでいるに違いありません。
❶11/16（日）❷65（31）人 ❸19（13/3/3）
袋 ❹6
（1/4/1）
袋 ❺13個
❻喜沢中学校、法政大学ボート部、旭ヶ丘町会

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数

自治体
学校

❻参加団体

葦が元気になり、カニが増えているのを実感！
株式会社エックスワン

橋本 博人

エックスワンの第一回荒川クリーンエイドが2008年11月。
今年の11月で四ツ木橋河川のクリーンエイドは12回目となりました。
残念ながら、 流れ着くゴミの量は年々減っているとは言えませんが、
毎年の活動の成果で、 葦に絡みついたゴミ、
砂に深く埋まったゴミは確実に減りました。
葦は元気になり、 トンボや、 カニが
株式会社エックス
ワンさんは、いつも楽し
く元気に活動いただいてい
ます。また、第1回の活動から、
一般参加者も募集し、地 域
の方との交流を大切にして
活動を続けてくださって
います。

確実に増えているのは実感できます。
砂の入った空き缶などの中にもカニが入っています。
ゴミ拾いは大変でも、
ゴミの中にいるのカニの救助活動は楽しいですよ。
ゴミはどこから来るのか？捨てる人がいるから・・・。
ゴミを捨てる人がいなくなればゴミがなくなる。
ゴミのなくなった川岸を歩くカニを見ながら、
捨てる人にはなるまい！との誓いを新たにしました。
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18,110

JAMBO International Center

18） 戸田橋下流左岸
（戸田市）
110）葛西橋周辺左岸
（江戸川区）／デイヴィッド ハウェンスタイン

ハイキングなどのアウ
トドア活動や環境保護、
またチャリティーなど
のイベントを行ってい
ます。日本人の方だけ
でなくそして外国から
の参加者も多くイベン
トを通じて多くの出会
いを大切にしています。
18）❶4/29（祝）❷23（2）人 ❸37（15/15/7）袋 ❹6（0/6/0）袋 ❺15個
110）❶10/19（日）❷14人 ❸61（17/18/26）袋 ❺9個

19

川口市建設部建設管理課

荒川運動公園付近〜三領水門
（川口市）／小川 清

昨年度は台風の影響で
中止となってしまいま
したが、今年度は晴天
のなか、ボーイスカウ
トの方々や中学校の生
徒のみなさんと大勢の
方々に参加いただき、
実施することができま
した。ゴミの量はあま
り多くはなかったのですが、タバコの吸い殻やパッケージの破片など
小さなゴミを丁寧に拾っている参加者の方々の姿が印象的でした。小
さなゴミまで減らしていくためには、日ごろの一人ひとりの心がけが
大切であることを実感致しました。少しでもきれいな荒川を守ってい
ければと考えています。
❶10/26（日）❷173（97）人 ❸26（9/11/6）袋 ❹8（1/7/0）袋 ❺5個
❻ボーイスカウト、元郷中学校、西中学校、荒川夢クラブ、青空会、
東京あすかロータリークラブ、川口信用金庫

20

荒川夢クラブ

荒川運動公園釣り堀池周辺
（川口市）／林 美恵子

ボーイスカウト、水道
局職員、一般市民と多
彩な参加者でアットホ
ームな雰囲気のうちに
進捗しました。調べる
ゴミ拾い、水質検査、
春の自然観察を行いま
したが、草花をウオッ
局のゆるキャラ「みず太郎」くんも登場して一気に盛り上がりました。
チしている際に、水道
昼食時にはハルジオンなどの野生の花茶も皆さんで試飲し、好評でし
た。この日の様子は地元ケーブルテレビで取材され、後日紹介放映さ
れました。青空が良かったです。
❶4/19（土）❷17（1）人 ❸6（3/2/1）袋 ❺4個
❻ボーイスカウト埼玉第7団、川口市水道局
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21,77

リコージャパン
（株）

21）京浜東北線〜新荒川大橋（川口市）／増田 清
77）新四ツ木橋下流左岸（葛飾区）／内田 貴

リコーグループでは、
これまで環境社会貢献
分野において、全国で
活動を展開してきまし
たが、これまでの活動
をベースに地域住民の
方々やお客様にも呼び
かけ、活動の環を拡げ
て社会に貢献すること
を目指しています。リコージャパンは、6月1日
（日）
環境月間のスター
トにあたり、生物多様性保全の活動として、荒川河川敷のゴミ拾いと
環境教室を開催しました。当日は、小学生や一般参加者合わせて119
名が約 2 時間ほど、河川敷の清掃をしながら、そこに生息する生物に
ついて学びました。参加者は、沢山のゴミに驚き、その中に蟹を見つ
け改めて危機感を感じていました。ゴミを減らし、生態系保全活動を
考える良いきっかけになりました。
21）❶11/2（日）❷51（7）人 ❸38（19/1/18）袋 ❹16（3/13/0）❺12個
77）❶6/1（日）❷119（19）
人 ❸124（45/38/41）
袋 ❺26個
		 ❻（株）リコー

22,23

埼玉県生態系保護協会 川口支部、
かわぐちッ子荒川クラブ（＊）

河原町原っぱ（川口市）／西尾研二

子どもたちが頑張って
くれました。数個の弁
当ケースとペットボト
ル、何で自分で食べた
後片づけないのかなと
思いながらゴミ拾い。
「ゴミがあると、ゴミを
捨ててもいいと思って
しまう。ゴミがあると、
そこでは遊びたくない。」参加者の感想です。いたちごっこのゴミ拾い、
だから続けないといけない。涼しかったので虫はすくなかったけれど、
バッタ取りが楽しかった。ショウジョウトンボもいた。またやりたい
と思った。
22）❶4/26（土）❷11（4）人 ❸8袋 ❺1個
23）❶9/27（土）❷8（3）人 ❸8袋 ❺5個
※4/26のみ共催

24,25

FUJIO PROJECT

荒川戸田橋陸上競技場周辺（板橋区）／宮地藤雄

FUJIO PROJECTでは
ランニングだけでなく、
使ったフィールドをき
れいにするというスタ
イルで活動をしていま
す。荒川エリアでは年
2回10kmと駅伝大会の
際にクリーンエイド・
フォーラムさん協力の
もと、ゴミ拾いを実施しています。ゴミ拾いをしてきれいにするとい
うのはスポーツで汗をかくのにも負けないくらいの爽快感があります。
ぜひ、ランニングイベントとゴミ拾いに参加してみてください。
24）❶1/18（土）❷250（50）人 ❸21（14/1/6）袋 ❹13（2/11/0）袋
		 ❺14個
25）❶4/26（土）❷100（15）
人 ❸36（25/5/6）袋 ❹5（1/4/0）袋 ❺31個

26,27

いたばし野鳥クラブ、
板橋区みどりと公園課（＊）

板橋生物生態園・中規模自然地
（板橋区）
／栗林菊夫

今回は気温も高かった
ので、拾う作業時間を
少なくして行いました。
事前に下見をしました
らゴミの量が少ないこ
ともありましたので。
それから拾う範囲の外
では、ホームレスの跡
地には粗大ゴミがあり
ましたが、秋に行うことにします。トン汁と防災食をいただき、記念
写真を撮って終了しました。
26）❶5/11（日）❷65（5）人 ❸16（8/4/4）袋 ❹5（2/3/0）袋 ❺4個
		 ❻板橋水辺を楽しむ会、金沢くらぶ、センスオブアース、
		 中国人留学生
27）❶10/25（土）❷59（9）人 ❸25（11/9/5）袋 ❺4個 ❻中国人留学生
※10/25のみ共催

28 板橋グローブクラブ
荒川戸田橋緑地
（板橋区）
／佐藤淳平

❶10/5（日）雨天中止

29 東京都立桐ヶ丘高等学校

JR京浜東北線〜新荒川大橋周辺右岸
（北区）
／若松由希子

❶11/11（火）雨天中止

30〜39

北区水辺の会

北区子どもの水辺
（北区）
／太田桐正吾

「北区・子どもの水辺」
で活動をしています。
定例活動は第 3 土曜日
です。この日に、クリ
ーンエイドを実施して
います。今年はタイヤ、
冷蔵庫、タンス、バイ
クがありました。粗大
ごみが増えています。
終わってからの、交流会は楽しいです。ハート型のワンドと長方形の
ワンドの維持、管理をしています。
子どもたちが、楽しく自然学習ができるように、サポートをしています。
1番人気はクロベンケイガニ取りで、その時はとても賑やかです。
30）❶4/12（土）❷124（35人）❸31袋 ❻クリーンキーパー赤羽
31）❶4/19（土）❷18（1）人 ❸21袋 ❺4個
32）❶5/17（土）❷49人 ❸20袋
33）❶6/21（土）❷84（44）人 ❸13袋
34）❶7/19（土）❷22人 ❸19袋
35）❶8/16（土）❷15（2）人 ❸14袋
36）❶9/20（土）❷11人 ❸10袋
37）❶10/12（日）❷10人 ❸16袋 ❺3個
38）❶11/15（土）❷14人 ❸21袋
39）❶12/21（日）❷98（50）人 ❸21袋 ❺1個

40 北区水辺クラブ

北区・子どもの水辺
（北区）
／松下正義

2014年10月をもって、
北区水辺クラブとして
の北区・子どもの水辺
における毎月第二土曜
日午前10時から正午ま
での定例活動を休止と
させていただくことを、
北区・子どもの水辺協
議会の 7 月幹事会に報
告致し、了承を得たことをこの場をお借りしご報告申し上げます。ご
関係いただきました皆様方へは、短い間でしたがご理解ご協力を賜り
まことに有難く、厚く御礼申し上げます。
❶10/11（土）❷5人 ❸5（1/2/2）
袋 ❹2
（1/1/0）
袋 ❺3個

41〜43

大正大学 環境サークルsmile

北区・子どもの水辺周辺
（北区）
／湯沢良太

大正大学所属環境サー
クルsmileと言います。
実は今回よりも以前に
2回ほど申請をしたので
すが、いずれも天候等
に恵まれず実施できま
せんでした。なので、
今回は久々に実施でき、
うれしく思います。今
回がクリーンエイド初参加の人も多くいるなか、皆説明したとおりル
ールに沿って清掃活動を行ってくださいました。今後も荒川クリーン
エイドを実施していきたいと思いますので、宜しくお願いします。
41）❶2/9（日）雨天中止
42）❶4/12（土）❷20人 ❸20（10/4/6）
袋 ❹5
（2/3/0）
袋 ❺3個
43）❶12/7（日）中止

44 北区

荒川岩淵関緑地
（北区）
／森下 希

北区では、区内の自治
会・町会を集めて毎年
荒川クリーンエイドを
実施しています。一見
綺麗に見える荒川にも
多くのゴミが捨てられ
ており、それらのゴミ
が地球環境や生態系に
多大なダメージを与え
ていることに気づかせてくれるところがとても良いと思いました。ま
た、ただのゴミ拾いに終わらず、調べたゴミのデータを環境問題解決
に繋げていけることはとても価値のあることだと思います。10年後の
荒川はゴミがなく、生物が気持ちよく生活できるような環境になって
いてほしいと願います。また、そうした素晴らしい環境を地域で守っ
ていこうという強い意識を全ての地域住民が持ち続けているような社
会ができていればいいと思います。
❶10/19（日）❷241（9）人 ❸107（41/37/29）
袋 ❹26
（7/19/0）
袋
❺16個

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数

自治体
学校

❻参加団体

19

45 日本工営（株）

50,75

赤羽岩淵水門広場付近
（北区）
／石原宏二

今回 4 回目の開催であ
ったため、だいぶ社内
での認知度も高まり、
参加者が増えた。ボラ
ンティア活動は、社内
でもメニューが少なか
ったり遠方であったり
と参加しにくいなか、
荒川という近場での開
催はありがたいとの声があった。
❶6/14（土）❷34（3）人 ❸24（12/5/7）袋 ❺6個

46,47

ボーイスカウト東京連盟
城北地区北第11団

赤羽岩淵水門広場付近
（北区）
／長坂養一

ゴミを拾う人は素晴らし
いという人あり。私たち
ボーイスカウトは、
もう一
段高い目的でこのクリー
ンエイドに奉仕していま
す。それは、誰が捨てた
かわからないゴミを拾う
ことをやっている者は少
ない、
ということです。だ
から、この嫌なことを体験してもらい、この嫌なことをやらなくて済むよう、ボ
ーイスカウトでは
「ゴミを拾う人から、
ゴミを捨てない人に」
を目標としています。
46）❶6/29（日）❷29（17）人 ❸5（2/2/1）袋
47）❶9/21（日）❷24（16）人 ❸4（1/2/1）袋

48 みずほ証券（株）

鹿浜橋周辺左岸
（足立区）
／中山博史

当社はみずほフィナン
シャルグループの中核
証券会社として、グル
ープ一体でCSR活動に
取組んでおります。そ
うした取組みの中の社
会貢献活動として、身
近な社会問題・環境問
題に取り組むことを目
的に、荒川クリーンエイド・フォーラムさんの協力を得て、2011年に社員
の有志が初めて荒川クリーン活動に参加しました。そして2013年4月か
らは、新入社員を対象にCSR研修として、
この活動に参加してまいりました。
❶4/23
（水）❷258人 ❸168
（104/21/43）袋 ❹71
（24/46/1）
袋 ❺115個

49 足立区本木・水辺の会
本木ワンド
（足立区）／三井元子

ゴミ拾いや除草作業、
一緒に楽しくボランテ
ィア活動に参加してみ
ませんか。
当会は足立区本木地区
の「本木ワンド」を自然
環境と調和・共存した
水辺空間として活用で
きるかをテーマに、人
々が訪れたくなる身近な水辺・環境学習の場となることを目指してボ
ランティア活動による環境整備を行っています。
❶11/8（土）❷8（1）人 ❸20袋 ❺20個

20

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

クリエイティブ PR ）
豪田ヨシオ部
（
（株）

50）
西新井橋下流左岸
（足立区） 75）
新四ツ木橋周辺左岸
（葛飾区）
／仁井田邦彦

2014報告集

「社会貢献は大人の部活
だ！」
をキャッチコピー
に、個人も企業もNPO
もみんな一緒に楽しく
社会貢献できる社会を
目指しています。
「大学
対校！ゴミ拾い甲子園」
は
“ゲーム感覚で楽しく、
試合のように熱くなれ
る社会貢献”
として、述べ345名以上の学生に参加いただきました！今
後も普段からボランティア活動に積極的な学生から初挑戦の人まで、
幅広い層に楽しんでいただける部活動を提供します。
50）❶12/14（日）❷92人 ❸91
（55/8/28）
袋 ❹38
（11/27/0）袋 ❺31個
75）❶6/29（日）❷193人 ❸118（52/43/23）袋 ❺43個

51

55

59

足立区

千住新橋緑地左岸 わんど広場
（足立区）
／長島 章

昨年は雨天で残念なが
ら中止となってしまいま
したが、今年は晴天に
恵まれ、242名もの参
加者が清掃活動に携わ
ってくれ、たくさんのゴ
ミを集めることができま
した。とても感謝してお
ります。これからもこの
清掃活動を通じて、荒川が一段ときれいな川になるようにしたいと思います。
❶10/26（日）❷242（38）人 ❸119（40/39/40）袋

56,57

尾久の原愛好会

扇大橋周辺右岸
（足立区）
／金澤 寛、石川 誠

POSCO JAPAN（株）

千住新橋上流左岸（足立区）／永木秀典

このような場所にまでゴミが捨てられているという事に大変驚きまし
た。特に野球場で少年が運動をしている横でこのような状態だという
ことに対してびっくりしました。弊社社員は積極的に参加して皆が楽
しそうに清掃をしているという印象を受けました。今後ともこのよう
な活動には積極的に参加させて頂ければと思います。
❶6/21（土）❷30人 ❸31（14/9/8）袋

52,53

東レ
（株）

千住新橋上流左岸（足立区）／金森麻理子

東レグループとして初
めて、荒川クリーンエ
イドを実施しました。
まずは会議室に集まり、
荒川クリーンエイド・
フォーラムさんより講
義を受け、川ゴミの現
状と地球環境への影響
を学びました。その後
現場に移動し、調べるゴミ拾いをスタート。特にプラスチックゴミの
多さに驚き、合成繊維やプラスチックなどを作る会社の社員として
「企
業の社会的責任
（CSR）
」
を考えるよい機会となりました。今後もこの取
り組みの輪を広げていきたいと思います。
52）❶5/23（金）❷8人 ❸18（12/0/6）袋 ❹5（2/3/0）袋 ❺8個
53）❶9/20（土）❷20人 ❸31（19/2/10）袋 ❹10（4/6/1）袋 ❺5個

54 足立成和信用金庫
千住新橋下流左岸（足立区）／松場孝一

毎月1回第4土曜日に、
都立屋久の原公園内に
おいて自然の草花を中
心に観察会を行ってい
ます。また、合わせて
公園の清掃及び絶滅植
物の保護をしています。
どなたでも参加できま
す。今回は、荒川クリ
ーンエイドのホームページを見て多数の方々が参加して下さり、交流
することができたので良かったと思います。
56）❶6/22（日）雨天中止
57）❶10/26（日）❷13（1）人 ❸11（8/2/1）袋 ❺4個 ❻興研（株）

58

荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課

1：扇大橋下流右岸 少年野球場
（足立区）
2：西新井橋下流右岸 野球場
（足立区）
／上田 健

毎年、荒川軟式野球連
盟、荒川区サッカー協
会の協力により、いつ
も利用しているグラン
ドとその周辺のゴミ拾
いを実施しています。
子どもたちが一生懸命
ゴミを拾う姿には感動
さえ覚えますが、タバ
コなど大人が捨てたと思われるゴミの多さに考えさせられるものがあ
ります。子どもたちが自然の大切さやポイ捨てなどに関心を持ってく
れることを望んでいます。
❶10/26（日）❷450（400）人 ❸40（23/15/2）袋 ❹2（1/1/0）袋 ❺3個
❻荒川区少年野球連盟、荒川区サッカー協会、荒川区軟式野球連盟

小雨混じりの天気でし
たが途中から天気も回
復し、約60名の参加者
で河川敷を中心に清掃
をしました。昨年と比
較しゴミの全体量は減
少しているものの、ペ
ットボトルの数が多く
感じられました。来年

情報労連東京都協議会、
NTT 労働組合東京グループ連絡会

西新井橋上流右岸
（足立区）
／梅田貴史

子どもと参加。子ども
共々貴重な経験をした。
来年も参加をしたいで
す。細かい破片ゴミが
多く
「びっくり」
。すべ
て取るのは難しいと思
った。拾っても無くな
らないゴミの量にうん
ざり。タバコの吸い殻
が思ったほど少なかった。一人ひとりが社会人として、捨てなければ
ゴミは無くなる。プラスチック系・ペットボトル・ビンが多かった。
カニ等の生物がいることは、環境が良くなっていると思った。土に還
る素材を多く使えば良いと感じた。注射器があるのには、びっくりし
ました。一見きれいに見えた川辺も、奥に進むにつれたくさんのゴミ
でびっくりした。良いことをしたな・・・と感じた。気分が良いです。
❶5/24（土）❷250（20）人 ❸166（119/18/29）
袋 ❹75
（23/51/1）
袋
❺21個 ❻電通共済生協

60 日本KFCホールディングス（株）
西新井橋上流右岸
（足立区）
／三浦 哲

2010年より千住桜木地
区でクリーンエイド活
動を毎年継続しており、
今回は日本KFCホール
ディングスグループ以
外の一般参加者の方に
も多く集まって頂き、
27名での実施となりま
した。アダプト制度に
よる荒川下流河川事務所の支援もあり、日中の強い日差しを受けなが
らも、今回は非常にスムーズに実施することができました。実施後の
全員でフライドチキンとピザを囲んでの試食会も行い、参加者に大い
に喜んで頂き 大変感謝いたします。今後も環境保全活動の認識に努
めるべく、クリーンエイド活動の輪を広げていきたいと感じています。
❶10/3（金）❷27（1）人 ❸30（13/8/9）
袋

61,66,105

（NPO）
荒川クリーンエイド・フォーラム

61）
西新井橋上流右岸
（足立区） 66）
千住新橋周辺右岸
（足立区）
105）
都営新宿線下流左岸
（江戸川区）
／佐藤正兵

61）❶9/27（土）❷9（1）人 ❸17（12/1/4）
袋 ❹7
（4/3/0）
袋 ❺3個
66）❶8/30（土）❷41（1）人 ❸25
（20/1/4）
袋 ❹8
（3/5/0）
袋 ❺37個
105）❶11/22（土）❷16人 ❸31（15/5/11）
袋 ❺7個

62 西武建設（株）東京支店
西新井橋上流右岸
（足立区）
／瀧本 靖

も同時期に実施する予定です。
❶9/6（土）❷60（5）人 ❸17（11/6/0）袋 ❹2（1/1/0）袋
市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数

自治体
学校

❻参加団体

荒川下流河川事務所と
御縁があり、同事務所
の荒川水辺サポーター
を通じて参加させてい
ただきました。平日に
活動したこともあり、
大人数とはなりません
でしたが、気候も良く、
気持ちよく活動するこ
とができました。今後も少しでも荒川の環境保全に貢献できればと思
います。
❶10/10（金）❷12人 ❸8（2/5/1）
袋
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63 台東区教育委員会青少年・スポーツ課

68 日本ロレアル（株）

今年度も台東区スポー
ツ少年団の協力のもと、
荒川クリーンエイドを
実施致しました。実施
前に荒川クリーンエイ
ドの意義や目的を理解
し意識して行うことで、
子どもたちの環境保全
に対する意識がより一
層高まり、大変意義のある貴重な機会となりました。
❶10/26（日）❷50（44）人 ❸6（2/2/2）袋 ❻台東区スポーツ少年団

500人以上という大人
数での参加でしたが、
荒川クリーンエイドフ
ォーラム様のおかげで
無事に終了することが
できました。
「はじめ
はどこにゴミがあるの
か不思議に思いました
が、テレビなどの粗大
ゴミをはじめ、水際にたくさんのゴミが流れ着いていることにとても
驚きました」という感想が多くありました。また、クリーンエイド活
動を通じて、異なる部署に所属する社員と知り合うこともできて、社
員の交流のよい機会にもなりました。
❶7/1（火）❷533人 ❸274（172/23/79）袋 ❹81（30/51/0）袋 ❺67個

千住新橋上流右岸
（台東区営荒川河川敷運動公園運動場）
（足立区）
／小藤田和麻

64（株）日立ビルシステム
千住新橋上流右岸
（足立区）
／潮田明紀

昨年は台風の影響によ
り中止でしたので、2年
ぶりのクリーンエイド
でした。今年はお天気
にこそ恵まれましたが、
週始めまで降り続いた
大雨により、荒川の水
かさが増していて、河
原には降りられません
でした。それでも、流れ着いた多くのゴミが堤防の上に散乱していま
した。来年は、弊社の新入社員研修に取り入れることを予定しており、
担当部署への引継ぎを兼ねて、少人数での実施でしたが、全員で達成
感を感じることが出来ました。
❶10/17（金）❷9人 ❸17（13/1/3）袋 ❹2（0/2/0）袋 ❺2個

65 明治安田生命保険（株）千住支社
千住新橋周辺右岸
（足立区）
／村山充剛

❶3/2（日）雨天中止

67 三井住友海上プライマリー生命保険（株）
千住新橋下流右岸 虹の広場周辺（足立区）／青地理絵

三井住友海上プライマ
リー生命では2009年か
ら年に1回、社員とその
ご家族の任意参加で、
荒川のゴミ拾いを実施
しています。毎回ゴミ
の多さに驚かされます。
ペットボトル、ダンボ
ール、ビニールなどが
特に多く、またコンロ、バッグ、ホース、靴など、意外なものも毎回
あります。一方でカニやバッタなど、虫も多く発見し、自然の豊かさ
も感じることができます。多くの方が色々な目的で訪れる荒川がきれ
いであるように、いつまでも自然豊かであるように、微力ながら清掃
活動を継続していきたいと思います。
❶10/25（土）❷49（10）人 ❸26（12/8/6）袋

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数
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東武スカイツリーライン下流右岸（足立区）／井村 牧

69,70

（株）かんぽ生命保険

堀切橋周辺右岸（足立区）／桜井 洵

株式会社かんぽ生命保
険では、社会貢献活動
の一環として年に 2 回
足立区堀切駅付近の河
川敷でクリーンエイド
活動を行っています。
活動は5月と10月に行
い、それぞれ58名、56
名が参加しました。参
加者からは
「ゴミの多さに驚いたが、清掃後はすがすがしい気持ちにな
りました。
「
」大人数で行うと大変な作業も楽しく行うことができました。
」
などといった感想が寄せられました。
69）❶5/24（土）❷58（6）人 ❸57（38/8/11）袋 ❹4（2/1/1）袋 ❺37個
70）❶10/11（土）❷56（6）人 ❸47（14/15/18）袋 ❹4（2/1/1）袋
		 ❺10個

71

あらかわミズガキ隊

堀切橋下流左岸（葛飾区）／橋本浩基

毎年、葛飾区の共催を
得て行っています。元
々は木根川橋下流左岸
で
「ヒヌマイトトンボを
呼び戻そう」
という、目
的で行われたのが始ま
りです。あらかわミズ
ガキ隊は、水辺で安全
に遊べる子どもたちを
育てようと、葛飾区民会議の中で発足した団体です。クリーンエイド
の後は、自然観察、自然体験遊び、生き物調査などを行い、荒川の自
然を丸ごと楽しんでいます。ぜひ、近隣の方！ご参加お願いします。
❶4/20（日）❷92
（72）
人 ❸46
（20/16/10）
袋 ❺6個
❻葛飾区少年軟式野球連盟

72,145 （一財）アールビーズスポーツ財団
72）
堀切橋下流左岸
（堀切水辺公園）
（葛飾区）
／船津智成
145）
船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／松田亜起

（株）アールビーズは日
本全国でランニングや
自転車イベントの企画運
営をしております。今
回開催した「東京30K」
は荒川河川敷がコース
です。秋と冬の年２回
実施しており、今大会
には4000人を超えるラ
ンナーが集まりました。今回のクリーンエイド活動に参加してくださった皆
さんは、ランナーの家族や応援の方々です。ランナーのフィニッシュを待
つ時間を有効活用してゴミ拾いを行った結果、ゴミは全部で27袋、粗大
ゴミも複数出るなど、熱心な方が多かったことが印象的です。
72）❶10/11（土）❷11（4）人 ❸4（2/1/1）袋
145）❶1/25（土）❷28（5）人 ❸27（17/5/5）袋 ❺5個

73 ふるさと清掃運動会実行委員会

四ツ木橋上流〜堀切リバーステーション
（葛飾区）
／亀山久雄

ふるさと清掃運動会として荒川での清
掃活動は5回目となりました。当日は、
午前中に少年野球教室と釣り教室を企
画し、元巨人軍の藤城投手、元横浜大
洋の中塚選手が参加し、子どもたちに
指導していただきました。
午後の清掃活動には、企業、市民団体、
地元区民とあわせ1,000人の大運動会
となりました。
河岸にはペットボトルをはじめタイヤ、
自転車、テレビなどの粗大ゴミも散乱、
1時間30分にわたって作業しました。
❶10/4（土）❷1000人
❸930（553/198/179）袋 ❺214個

74

荒川を考える葛飾区民会議・葛飾区

四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
／関口 徹

リーダーとして無事責任
を果たすことができまし
た。中川中学の皆さん
をはじめ大変ご苦労様
でした。お疲れ様でした、
ありがとうございました。
沢山のゴミ、私たちも捨
てないように致しましょう。
いつまでもいつまでもキ
レイな荒川であるようにしたいですね。いつまでもいつまでもいつまでも・・・。
❶10/4（土）❷174（171）人 ❸43（24/12/7）袋 ❺11個
❻葛飾区立中川中学校

76

モンデリーズ・ジャパン
（株）

新四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
／尾上恵美子

弊社は日本クラフトフ
ーズ株式会社
（旧社名）
時代にも活動に参加さ
せていただいており、
今年は2年ぶりの実施
となりました。ゴミを
分別、数量を数えなが
らの作業で、ゴミや不
法投棄された物が何か
をよく把握することができ、自然界に戻らないゴミがいかに生態系を
脅かしているかも学ぶことができました。以前にも参加した社員は、
ペットボトルの数が減少したなど前回の状況と比較していました。
❶10/21（火）❷29人 ❸33（18/9/6）
袋 ❺11個

プロジェクト、
78,79 （SAVE ）JAPAN
荒川クリーンエイド・フォーラム

NPO

新四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
／佐藤正兵

78）
❶10/5
（日）雨天中止
79）
❶12/7
（日）
❷77
（15）
人
❸132
（55/24/53）
袋
❺30個
❻損害保険ジャパン日
本興亜
（株）
、
（認NPO）日本NPOセンター、
（公社）
日本環境教育フォーラム

80（株）新生銀行

木根川橋周辺左岸
（葛飾区）
／臼井裕美子

新入社員の環境意識の
向上やチームワーク力の
育成を目的に、
また、社会
貢献活動の一環として、
荒川河川敷の清掃活動
に参加しました。今回は、
新生銀行および新生PI
グループ、昭和リース、新
生フィナンシャル、アプラ
ス、
シンキの新入社員に加えて、先輩社員およびその家族が参加しました。当
日は、
ゴミが環境に与える影響について考えることを目的にゲームを取り入れた
ゴミ拾いを行いました。参加者からは、
「環境に悪いゴミに点数をつけることで、
ゴミの影響度がより明確にわかり非常に勉強になった」
「
、ゲーム感覚でゴミを
拾うことで、楽しみながら参加できた」
などの感想が寄せられました。
❶4/12（土）❷42（3）人 ❸57（31/11/15）
袋 ❺21袋

81（株）東京スター銀行

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／高場 潤

東京スター銀行は、CS
R活動の一環で積極的
にボランティア活動を
行っています。これま
では主に東日本大震災
の被災地での活動でし
たが、今回初めて東京
近郊での活動として、
河川敷でのクリーンエ
イドに参加しました。新人・先輩社員・その家族と幅広い層から91名が参加し、
“拾うだけじゃないゴミ拾い”
で得た気づきのみならず、
「ボランティア全般を身
近に感じることができた」
等の声が多く寄せられ、有意義な活動となりました。
❶4/19（土）❷91（10）人 ❸125（56/38/31）
袋 ❺16個
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82（株）資生堂

84（一社）東京損害保険代理業協会

87,88 （株）エックスワン

94 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ（株）

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／齋藤照代

平井大橋上流左岸 葛飾あらかわ水辺公園（葛飾区）／武舎利幸

四ツ木橋上流右岸
（墨田区）
／松本龍詞

京成押上線上流右岸
（墨田区）

資生堂では、人も地球
も美しく共生する持続
可能な社会の実現をめ
ざし、環境プロジェク
トに取り組んでいます。
飲料類を生産している
事業部としては特に、
環境問題に関わること
の活動を継続すること
により、お客さま視点に立ち、商品づくりや個人の行動改革に繋げて
いきたいと思い3回目の参画となりました。アルミ缶飲料を
「カートカ
ン」
（間伐材を活用）に切り替えたり、ガラスびんの軽量化や「びんのラ
ベルをはがして廃棄したい」
というお客さまの声にもお応えしています。
荒川クリーンエイドに参画することにより、一人ひとりの意識や行動
を変え、地球環境の大切さを体感できると思います。また、企業の使
命として環境問題を継続して取り組んでいきたいと思います。
❶10/11（土）❷95人 ❸134（73/29/32）❺19個

東京損害保険代理業協
会と申します。2年ぶり
に好天に恵まれ、ケガ
や事故もなく、例年通
りの清掃活動ができま
した。当日は、親子・
夫婦でのご参加の他、
一般参加者からの申し
込みもあり、
「カジュア
ルな社会貢献活動」
が実現できたと思います。また、飛び込みでご参加
いただいた会員もあり、当初の想定より多くのメンバーで活動できた
ことは嬉しい誤算でした。来年も幅広くご参加を呼び掛け、継続実施
していきたいと思います。
❶10/18（土）❷27（2）人 ❸20（12/4/4）袋 ❺6個

私たちX-ONEはエコが
叫ばれる以前から創業
して、商品を通じて
「人
に優しい、環 境に優し
い商品づくり」
をしていま
す。荒川クリーンエイド
では、数と種類を確認し
ながらのゴミ拾いなので、
メーカーとしての使命を
感じます。商品容器をパウチ化したり簡素化して会員の方にお届けしてい
ますが、更に
「ゴミを減らすこと」
を念頭において活動しようと思いました。
87）❶5/24（土）❷29（2）人 ❸34（18/7/9）袋 ❺15個
88）❶11/22（土）❷53（2）人 ❸104（40/38/26）袋 ❺17個

グローバル・ロジスティッ
ク・プロパティーズでは、
社会と共生する良き企
業市民を目指し、環境
保全、福祉、教育、国
際・地域社会協力に従
業員が貢献するボラン
ティア活動を実施してお
ります。今回は社会貢
献とチームビルディングを組み合わせたゴミ拾いプログラムに11名が参加
し、ゲーム感覚でゴミを拾いながら、環境問題についても学びました。参
加者からは「普段の生活の中でも環境を意識したい」
などの感想が寄せ
られました。今後も継続してボランティア活動に取り組んで参ります。
❶11/27（木）❷11人 ❸18（10/4/4）
袋 ❺4個

83（一社）グッド・チャリズム宣言プロジェクト

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／韓 祐志

荒川河川敷の広い道を
猛スピードで走り、他
の皆さんへ迷惑をかけ
たり、接触事故なども
起こしている自転車が
増えています。こうし
た状況を憂慮し、我々
サイクリスト自らで、
荒川での走り方のルー
ル・マナーのチラシを河川敷で配布する啓発活動を行っています。ACF
さんと知り合ってから、今年初めて共同でのゴミ拾いを実施しました。
今後とも自転車の機動性を活かして、共に荒川を快適にする活動を行
っていきたいと思っています。
❶8/24（日）❷30（1）人 ❸54（18/10/26）袋 ❺13個

85,86 葛飾区立小松南小学校

総武線下流左岸（葛飾区）／西方亮介、飯森由実

総合的な学習の時間
「とびだせ荒川探検隊」
の活動として、今回 4
年生が参加させていた
だきました。グループ
に分かれてゴミを拾い
ましたが、思っていた
以上に多くのものが放
置されており、子ども
たちは驚いた様子でした。
「自分で出したゴミにもっと責任を持つよう
にしたい」
「植物や昆虫などのことを考えて行動していけるとよい」
など
の気づきにつながりました。ありがとうごいました。
85）❶2/27（木）雨天中止		
86）❶11/18（火）❷66（56）人 ❸12（4/4/4）

里山と川に親しみ守る人の輪を広げたい
あさか環境市民会議／黒目川に親しむ会

藤井 由美子

あさか環境市民会議のメインの活動は里山の保全ですが、
毎年水質調査やクリーンエイド、 外来種駆除など、
黒目川に親しむ会と協力して行っています。
市内にわずかに残った斜面林を手入れして武蔵野の雑木林として
保全していくことで地下水を涵養できれば、
谷戸の湧水が守られ、
洪水も防いで平常時の川の水が
保たれるのではないかと思っています。
子どもたちは、 ここにあるゴミが東京湾まで流れていき、
太平洋に出て鳥や海の動物たちがそれを食べて死んでしまうという話にとても驚き、
ゴミは流しちゃいけないね、 と競ってゴミを拾います。
たくさんの魚が泳ぐこの川で、
楽しく活動をしていく人たちが一人でも多くなることを願っています。
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自然のつながり、
水のつながりを大切にし
て里山や川の保全 活動を
続けられています。子どもた
ちも楽しく自然に親しみな
がら、
自然を守る人に育っ
てほしいと思います。

89 墨田区

八広野球場〜緑地競技場
（墨田区）
／佐藤智昭

❶11/1（土）雨天中止

❻アサヒグループホールディングス（株）

90 グローリー（株）

新四ツ木橋下流右岸
（墨田区）
／柏木茂一

弊社では、関東地区の
事業所
（グループ会社を
含め）
の社員及びその家
族を対象に募集し、環
境・社会貢献活動の一
環として、昨年より荒川
クリーンエイドに参加して
おります。昨年は一般参
加でしたが、今年は弊社
単独での実施となり、参加者集めに苦労はしましたが、当日は30名もの有
志が集まり、ペットボトル、飲料びんからタイヤ、小型テレビなど粗大ゴミまで、
予想を上回る大量のゴミを集めることができ、大変充実した活動となりまし
た。参加者からは、取りきれなかったゴミがあり、次回はもっと大勢で来よう、
という声もあり、今後もこの活動を継続し、拡大させていきたいと考えます。
❶10/4（土）❷30（4）人 ❸60（33/12/15）❺27個

91〜93

ブルームバーグL.P.

京成押上線上流右岸
（墨田区）
／Sandi Liu、井上育子

ブルームバーグの社会
貢献活動は、ブルーム
バーグ フィランソロピ
ーズの一環として、社
員の専門技能や才能を
引き出し活用すること
で、世界各地の地域社
会との関係を強化し生
活の向上を目指してい
ます。ブルームバーグ フィランソロピーズに関する詳細はwww.bloomberg.
orgをご覧ください。荒川清掃活動においては、本年度計3回の清掃活
動の他「自然教室」を実施し荒川近郊の動植物について学びました。来
年度は更に多くの参加者とともに活動できることを期待しています。
91）❶5/18（日）❷8人 ❸37（17/9/11）袋 ❺13個
92）❶8/3（日）❷12（1）人 ❸21（14/4/3）袋 ❺5個
93）❶11/8（土）❷5人 ❸20（12/4/4）袋 ❺1個
市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数

自治体
学校

❻参加団体

95（一社）建築ビジョン

京成押上線周辺右岸
（墨田区）
／齋藤誠二

当法人は2009年に墨田
区内にて産声を上げ、建
築関係の仕事に携わって
いる有資格者の若手で
構成されており、建築業
界と社会公共福祉の健
全な発展を図るため、今
までとは違った新しい考え
方・方法も取り入れ、少し
でも社会に役に立つ事を念頭に置いております。その一環で荒川クリーンエイドに
参加させていただいております。今年で5年目を迎えゴミの量も当初より随分少なく
なりましたが、ゴミを減らすのは一人でも多くの参加者を増やすことと感じております。
❶10/25（土）❷15人 ❸26（15/4/7）
袋 ❺4個
❻（公社）東京青年会議所墨田区委員会

96 墨田区保護司会吾嬬西分区
木根川橋周辺右岸
（墨田区）
／石崎俊一

墨田区保護司会吾妻西分区は、法務大臣から委嘱を受け更生保護及び犯
罪予防活動を担当する保護司で構成された区内最小単位の組織です。毎
年7月中に法務省主唱の
「社会を明るくする運動」
が全国的に展開されます
が、その一環として当分区は、平成18年から独自で荒川河川敷の清掃活
動を実施し、今回で9回目となります。今回は、荒川クリーンエイドの活動
を知って、参加させていただきました。しかし今までは、分別収集をあまり
意識せず活動していましたので、今回は、散乱ゴミの集計ができませんで
した。結構手間がかかるので、
少ないスタッフでは負担がかかり、
大変でした。
❶7/12（土）❷221（144）人 ❸70（40/20/10）
袋 ❺2個
❻吾嬬第二中学校、東京都薬物乱用防止墨田地区協議会、
警察ボランティア隊クリーン21

97 松山油脂（株）

木根川橋周辺右岸
（墨田区）
／杉崎広信

当社は墨田区にある石
けん・化粧品製造メー
カーです。地域貢献活
動の一環として荒川ク
リーンエイドに参加さ
せていただいておりま
すが、今年で5回目を迎
えました。参加当初に
比べ、年々ゴミの数が
減ってきているのが実感されます。ゴミを拾うことも大切ですが、ゴミを
なるべく出さないようなライフスタイルへと変えていく努力も忘れてはな
らないと、実体験を通して考えさせられ、大変有意義な時間でした。
❶10/4（土）❷43（2）人 ❸38（23/8/7）
袋 ❺1個

25

98,99 （株）ユーニック
ボランティアサークル
【チーム ユーニック】は
株式会社ユーニックの
ボランティア有志で結
成したボランティアサ
ークルです。年間を通
して色々なボランティ
ア活動を展開していま
すが、特に荒川河川敷
清掃に力を入れています。
【未来にきれいな自然を残すため！】11月15日、ボランティアサーク
ルチームとその家族24名による『第3回荒川河川敷清掃活動』を実施し
ました。当日は、晴天でしたが11月中旬ということもあり少し肌寒い
中スタート。集合時には寒さを感じ言葉少なめに感じましたが、ゴミ
拾いがはじまるとスイッチが切り替わり、寒さを忘れみな和気あいあ
いと取り組んでおり大変ながらも楽しんで行う事が出来ました。
98）❶4/19（土）雨天中止
99）❶11/15（土）❷24（6）人 ❸55（20/20/15）袋 ❺9個

100

中土手に自然を戻す市民の会

総武線下流左岸 中土手五色池
（江戸川区）／佐藤正兵

中土手五色池周辺では
大杉小学校と小松南小
学校が環境学習に参加
してゴミ拾いも実施し
ているので、当会のク
リーンエイドは、中川
の護岸に散乱したゴミ
も合わせて実施しまし
た。ゴミ拾いの後は山
形流の「芋煮会」を行い、牛肉と里芋のたくさん入った鍋を食べて盛り
上がりました。参加者からは、自然遊びの特技を披露してもらい、中
土手の自然遊び行事が一つ増えました。
❶11/16（日）❷16（3）人 ❸31（22/4/5）袋 ❺2個

101〜104

江戸川区立大杉小学校

年4回、3・4年混合の
班に分かれ、水生生物、
昆虫、野鳥、植物、水
質、ゴミグループの目
当ての活動をしている。
活動の最後に、全員で
クリーンエイドの活動
を行い、たくさんのゴ
ミを拾っている。ゴミ
を拾いながら、分別し種類や数もゴミグループの子どもたち中心にま
とめている。川をきれいにすることで、生物が生きやすい環境づくり
に少しでも役立っていることも感じさせていただいている。
101）❶1/21（火）❷156（136）人 ❸7（6/1/0）袋 ❺1個
102）❶4/25（金）❷95（71）人 ❸8（6/1/1）袋
103）❶6/30（月）❷170（130）人 ❸4（2/1/1）袋
104）❶10/30（木）❷170（130）人 ❸4（2/1/1）袋

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数
特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

自治体
学校

❻参加団体

2014報告集

東京江戸川ローターアクトクラブ（＊）

葛西橋上流左岸（江戸川区）／山本康博、白倉泰斗

12月13日
（土）
、東京東
ローターアクトクラブ
（RAC）
、東京江戸川RA
C、東京東江戸川RAC
主催で荒川河川敷のゴ
ミ拾いを実施しました
！ 40名ほどで1時間河
川敷のゴミ拾い、分別、
調査を実施し、43袋分
のゴミを回収しました。拾うゴミはいずれも普段の生活で出るもので、
ペットボトルに至っては514本も捨てられていました。継続的なゴミ
拾いの実施はもちろんですが、ゴミを減らす日々の努力の重要さを再
認識させていただきました。
106）❶5/10（土）❷40（4）人 ❸51（24/7/20）袋 ❺8個
107）❶12/13（土）❷35（1）人 ❸43（20/7/16）袋 ❺1個
（＊）12/13のみ共催

108

JFE商事労働組合

葛西橋上流左岸（江戸川区）／稲垣宏規

UNIEXは67の商社の
組合の集まりです。大
半の参加者から、「よ
くもこんなにゴミがあ
るな」という意見があ
りました。日頃からゴ
ミを出さない、ゴミ箱
に捨てるということを
意識しようということ
で締めくくりました。
❶6/21（土）❷43（8）人 ❸29（17/7/5）袋 ❻UNIEX

109

111

ジブラルタ生命保険
（株）

葛西橋下流左岸
（江戸川区）
／阿部 裕

プルデンシャル・ファイ
ナンシャルでは、毎年10
月の第一土曜日をグロー
バル・ボランティア・デ
ーとし、全世界で社員お
よびその家 族がボラン
ティア活動に取り組んで
います。グループの一員
であるジブラルタ生命も、
この活動の一環として社員約200名が荒川クリーンエイドに参加いたしまし
た。普段通りがけにしか目にすることのない荒川の河川敷も、間近で見ると
まだまだゴミが多い現状に多くの参加者が驚いていました。継続的な活動
参加や日常生活での環境に対する意識を変えていこうという感想も寄せられ
ており、一人ひとりが環境について改めて考える有意義な活動となりました。
❶10/4（土）❷187（7）人 ❸137（52/45/40）袋

112,113 （NPO）えどがわエコセンター
葛西海浜公園東なぎさ
（江戸川区）
／小林 豊

江戸川区土木部水とみどりの課

葛西橋上流左岸（江戸川区）／相馬良子

総武線下流左岸 中土手五色池
（江戸川区）／神尾俊幸、助田桃子

26

ローターアクトクラブ、
106,107 東京東江戸川
東京東ローターアクトクラブ 、
（＊）

木根川橋下流右岸
（墨田区）
／峰岸 宙

昨年同様に1ｍ程度の
ヨシを事前に刈り、ヨ
シの中に入り込んでの
ゴミ拾いでしたが、長
年蓄積してしまったゴ
ミが多く、何層にも重
なりあっている状況で
した。参加者からは弁
当容器やペットボトル
のゴミの多さに驚いた等の感想を頂きました。今後とも取り組みを続
け、自然保護及びゴミ削減の啓発が様々な形で出来ればと考えます。
❶10/4（土）❷10（1）人 ❸20（9/3/8）袋 ❺6個

当初予定日が雨天のた
めに延期して7月5日に
実施。参加者は約半分
となった。ゴミ拾いの
後、野鳥、底性生物、
植物の調査とその報告
が行われた。10余年続
けられてきたクリーン
作戦によって、東なぎ
さのゴミは減少し、内湾の干潟とヨシ原、砂浜、それを囲む石組みの
堤防という変化に富む地形の中で、様々な動植物の棲息が確認され、
豊かな生物多様性が維持されていることが確認された。
112）❶7/5（土）❷41人 ❸21（12/4/5）袋 ❺5個
		❻葛西東渚鳥類園友の会、日本野鳥の会東京
113）❶11/11（火）雨天中止 ❻都漁連内湾釣漁協議会、
		葛西東渚鳥類園友の会、日本野鳥の会東京

114〜122

西なぎさ発：東京里海エイド

葛西海浜公園西なぎさ
（江戸川区）
／橋爪慶介

「西なぎさ発：東京里海
エイド」
では、葛西海浜
公園の西なぎさにて冬
季を除き定期的にクリ
ーンアップ活動を実施
しています。季節によ
って漂着ごみの量や観
察できる水辺の生き物
が異なります。漂着ご
みは台風やゲリラ豪雨の影響で圧倒的に多いのが特徴です。一方、春
から夏にかけて近年コアジサシが営巣する様子が確認できています。
またトビハゼも生息しているのが昨年確認され、今後も西なぎさを護
る活動に参加者のみなさんと精を出していきたいと思います。
114）❶3/15（土）❷35（6）人 ❸3袋
115）❶4/19（土）❷33（8）人 ❸9袋
116）❶5/17（土）❷63（1）人 ❸18袋 ❺5個
117）❶6/21（土）❷24（3）人 ❸38袋 ❺30個
118）❶7/19（土）❷35（4）人 ❸22袋 ❹3（2/1/0）❺17個
119）❶8/16（土）❷43（3）人 ❸49袋 ❺12個
120）❶9/20（土）❷59（6）人 ❸16袋 ❺1個
121）❶10/18（土）❷31（2）人 ❸15袋 ❺2個
122）❶11/15（土）❷52（6）人 ❸20袋 ❺3個
❻TOTOグループ、東邦大学、都立豊島高校、三菱レイヨン（株）、
大和ハウス工業（株）、（株）ABシステムソリューション、
旭情報サービス（株）、（株）アイエンター、日本サムスン（株）
（114〜122のいずれかに参加）

123

ローソングループ

平井大橋上流右岸
（江戸川区）
／深田裕康

ローソングループでは
1995年から荒川クリー
ンエイドに参加させて
頂いておりまして、今
年で20回目を迎えるこ
とが出来ました。これ
も加盟店をはじめロー
ソングループ各社の社
員や家族など継続して
取り組んできた賜物だと思います。今年も昨年に続き雲ひとつない青
空の下、みんなで楽しく清掃活動を行うことができましたが、まだま
だゴミはあります。ローソングループでは、これからも清掃ボランテ
ィア活動をしてまいります。
❶11/15（土）❷76（14）人 ❸58（31/16/11）
袋 ❺31個
❻（株）ローソン、（株）ローソンマート、
（株）ローソンHMVエンタテイメント、
（株）
ベストプラクティス

124

小松川信用金庫

平井大橋上流右岸
（江戸川区）
／江島貞男

❶7/5（土）雨天中止

125〜130

下平井水辺の楽校

総武線下流右岸 下平井水辺の楽校
（江戸川区）
／中嶋美南子

荒川の下流江戸川区で
活動しています。毎月
第二日曜日に虫とり、
カニとり、草花集め、
ヨシ笛、投網、Eボー
ト等、自然にとっぷり
つかり楽しく遊んでい
ます。今年は遊びの前
にゴミ拾いを取り入れ、
きれいになった場所で遊ぶことにしました。水鉄砲作りでは、いつの
間にか全員ずぶぬれとなり、大笑い。ゴミ拾いが当たり前になり、楽
しい水辺の活動をしています。
125）❶4/13（日）❷60（10）人 ❸44
（29/9/6）
袋 ❺36個
126）❶6/15（日）❷88（41）人 ❸8
（6/1/1）
袋
127）❶7/13（日）❷38（18）人 ❸11
（8/2/1）
袋
128）❶9/14（日）❷40（21）人 ❸10
（6/2/2）
袋
129）❶10/13（祝）雨天中止
130）❶11/9（日）雨天中止

131〜133

川の手ファンクラブ

総武線下流右岸 下平井水辺の楽校
（江戸川区）
／たかやま まこと

蛇口をひねればすぐ飲
める水。河川敷でラン、
バイク、サッカー、
野球、恋人家族でピク
ニック・堤防でお昼寝。
でも岸部へ行ってみる
とゴミがたくさん…だ
から…アクション！！
このゴミなんとかしな
きゃと思ったみんな、気軽にゴミ拾い参加くださいね！！
131）❶2/23（日）❷19（2）人 ❸39
（24/5/10）❺14個
132）❶4/13（日）❷12（3）人 ❸8（6/1/1）❺2個
133）❶10/13（祝）❷5（2）人 ❸14
（7/2/5）❺2個

27

134,135 江戸川区立平井東小学校

139

総武線下流右岸 下平井水辺の楽校（江戸川区）／金澤恭一

本校ではすぐ近くを流
れる荒川の学習を行っ
ています。クリーンエ
イドもその一環で、今
年も4・5年生で活動し
ました。ゴミを拾うば
かりでなく、川ゴミが
あることでの影響等に
ついても考えることが
できました。
134）❶1/28（火）❷52（45）人 ❸34（14/11/9）袋 ❺10個
135）❶11/19（水）❷136（121）人 ❸30（17/8/5）袋

136

江戸川区立平井小学校

総武線下流右岸 下平井水辺の楽校（江戸川区）／平田鐘明

初め子どもたちはゴミ
の量に驚き、腰が引け
ていたが、集めている
うちに夢中になり、砂
に埋もれたタイヤや放
置されたテレビ、大量
のペットボトル等を
次々と回収していった。
終わった後に辺りを見
回すととてもきれいになっており、大きな達成感を味わうことができ
た。また、どの子の感想文にも、今後川を汚さないように心がけ、自
然の宝庫である荒川を守っていきたいという決意が書かれていた。素
晴らしいプログラムだと思った。
❶10/7（火）❷47（40）人 ❸11（6/2/3）袋 ❺18個

137

小松川平井連合町会

木下川排水機場〜ロックゲート（江戸川区）／谷川貞夫

❶11/9（日） ❷260人

138

三菱UFJトラストシステム
（株）
システム開発第4部

新小松川橋下流右岸
（江戸川区）／板垣真樹

三菱UFJトラストシス
テムは昨年と同じ小松
川橋下流右岸エリアを
担当しました。いざ担
当エリアを見渡してみ
ると昨年頑張ってきれ
いに掃除した場所にま
たゴミが散乱していて
ショックでしたが、昨
年よりきれいにしてやろう！という意気込みで47名が夢中で掃除をし
ました。活動後には
「こんな楽しいものとは思わなかった」
、
「心もきれ
いになった」という声が聞こえてきたのが印象的でした。
❶5/17（土）❷54（13）人 ❸50（29/8/13）袋 ❺10個

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数

28

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

（株）
SMBCフレンド証券

首都高速7号線下流右岸（江戸川区）／香野大海

自治体
学校

SMBCフレンド証券は、
当社独自においても、
SMFG全体においても
さまざまなCSR活動を
実施していますが、今
回は当社の内定者懇談
会としてのCSR活動を
行いました。雨天が予
想されていましたが、
当日はすっきりと晴れ、青空の下のびのびとクリーンアップ活動を行
うことができました。今回の活動が、他のさまざまなCSR活動に興味
を持つきっかけになれば幸いですし、内定者が当社の一員になるのだ
という自覚をもつことができる活動となりました。
❶9/2（火）❷66人 ❸37（20/7/10）袋 ❺15個

140,141

島村運輸倉庫
（株）
（株）
、 島村商店

船堀橋上流右岸（江戸川区）／嶋村文男

毎年行っている荒川河
川敷の清掃に、社員一
同で行って来ました。天
気は上々で作業中は汗
ばむほどでした。最近は、
ゴミの内容にも変化が
あり、以前はペットボト
ルや空き缶等が多かっ
たのですが、それに加え
コンビニでよく見かける紙コップが多く見られるように思います。これも時代
の流れのひとつでしょうか？ゴミの量は少しずつ減っているようには思えます
が、まだまだ沢山有ります。合言葉は
〝荒川でちょっといいことゴミ拾い〟是
非参加してみませんか？普段から
〝ポイ捨て〟
を意識してみませんか？未来の子
供たちに自然の環境を残しませんか？私たちも年2回の作業ですが、みんな
で気持ちの良い汗をかき、清々しい気持ちになったのは事実です。このゴミ
の多さを目の当りにして、継続していく事が大切だと改めて思いました。また、
これから先私自身分別のある大人でありたいと思います。
140）❶4/26（土）❷24人 ❸14（7/4/3）袋 ❺2個
141）❶11/22日（土）❷35人 ❸47（28/7/12）袋 ❺4個

142

江戸川・生活者ネットワーク

船堀橋上流右岸（江戸川区）／原田眞佐子

朝8時の時点は雨模様。
参加者の皆さんには
「今
雨が降っているので参
加は判断にお任せしま
す、主催者の江戸川ネ
ットは現地に行ってい
ます」と連絡した結果、
いつも参加しているガ
ールスカウトの皆さん
は中止を決定し、集まったのは大人12名子ども4名。それでも船堀橋
の真下に溜まったゴミを集中してみんなで拾うことで、とてもきれい
になりました。参加してくださった大学生の方の紙芝居も見事でした。
❶11/9（日）❷16（4）人 ❸20（11/4/5）袋 ❹1（1/0/0）袋 ❺4個

143,144

148

（株）
SMBC日興証券

船堀橋上流右岸
（江戸川区）
／林 諒

江東区立第五大島小学校

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）
／谷口はるみ

SMBC日興証券では、
環境保全・社会貢献活
動強化期間「Green
Week」
を設け、CSRへ
の理解及び地域社会や
参加者同士の交流を図
っています。今回は322
名の役社員が参加し、
清掃活動と外来種
（セイ
タカアワダチソウ）
の除草を行いました。参加者からは、以前よりゴミ
が減っているが、ビニールやペットボトルなど人為的に捨てられたゴ
ミが多かったという感想が多く聞かれ、ゴミの発生量を少なくするこ
との重要性を再認識しました。
143）❶4/14（月）❷505人 ❸424（257/87/80）袋 ❺86個
144）❶10/25（土）❷334（34）人 ❸118（76/17/25）袋 ❺10個

4年生の総合的な学習の
時間では、
「荒川たんけ
ん」
として、荒川にすむ
生きものや植物、また
環境問題や災害につい
て幅広く学習していま
す。今回の活動に参加
して実際にゴミ拾いを
行い、環境問題につい
て考えを深めることができました。今後の学習のまとめについても、
さらに荒川の学習を行っていきます。
❶6/17（火）❷65（60）人 ❸9（5/2/2）
袋

149

江戸川区立小松川第二小学校

都営新宿線下流 右岸
（江戸川区）
／清永直樹

146,147 住友生命保険（相）

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）
／濱本信樹、齋藤雅之、藤ヶ㟢泰孝

住友生命では
「CSR経営
方針」
を踏まえ、海外を
含め全国で職員による
ボランティア活動を実
施し、今年で22年目を
迎えています。その一
環として、地球環境保
護に取り組むとともに、
職員のボランティアマ
インドの一層の醸成を図るため、
「小松川自然地 里川創造プロジェクト」
に参加いたしました。本格的な清掃活動は今年で４年目を迎えました。
今後も継続して実施していきたいと考えております。
146）❶4/10（木）❷105人 ❸113（60/16/37）袋 ❺34個
147）❶10/18（土）❷320（29）人 ❸194（88/41/65）袋 ❺19個

小松川第二小学校第四
学年は4クラス計145名
の児童がいます。社会
科で荒川の歴史を学ぶ
とともに、荒川クリー
ンエイドに取り組むこ
とで、より詳しく荒川
というものが見えてき
ました。荒川の生き物
や外来種を学んだ後のクリーンエイド活動で、自分たちが行ったゴミ
拾いでどれほどの環境が守られているのかを学ぶこととなりました。
自分の生活と密接につながる荒川を、これからも大切にしていこうと
いう気持ちを持つことが出来ました。
❶11/25（火）❷146（142）人 ❸56
（26/10/20）
袋 ❺2個

サイクリングで未開の場所をきれいに！
（一社）
グッド・チャリズム宣言プロジェクト

韓 祐志

荒川を走る自転車へマナー走行を呼びかける活動をしている
私たちグッド・チャリズム宣言プロジェクトは、
同じ荒川を愛する者として ACF さんの活動内容に共感し、
今年の 8 月 24 日に初めて本格的なゴミ拾いの共同企画を実施しました。
ACF の方からの提案は、 普段の活動で手薄になっている、
公共交通機関からアクセスの悪い場所でゴミ拾いを行いたいとのこと、
なるほど我々なら自転車で苦も無くその場所へ行ける！
荒川河川敷を楽しむ皆
さんからは、荒川を大切にきれ
27 名のメンバーと共にその場所へと向かいました。
いにしようという気持ちが強く伝わっ
「話に聞くのと、 実際にゴミ拾いを行うのとでは、 全く違う」
てきました。今後も荒川を楽しく利用
しながら、ゴミのポイ捨てや自転車
「台所のゴミがそのままここにある」
のマナー走行など、よりよい環境
「ペットボトルが放置ゴミになると、 リサイクル・ロスと環境破壊の二重のマイナスだ」。
のために、ともに取組んで
一同それぞれの感想を抱いたが、 そのゴミの量にも驚きの声が多かった。
いきましょう。

マナーチラシを配布するサイクリングの途中に

自転車マナー啓発活動同様、 継続的な活動が不可欠と強く感じ、
❻参加団体
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今後も定期的に協働して行きたいと考えています。
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150 （株）キャプティ

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）／本橋俊明

153

（株）キャプティでは、
新入社員研修の
「環境教
育」
として2年目の参加
になります。
当日は天気にも恵まれ、
午前中はゲーム感覚で
収集活動に取組み、午
後は近くの区民会館に
移動し、荒川のゴミを
始めとしたゴミについての講義とグループ討議に取組みました。新入
社員からは、「ゴミの量と種類の多さに驚いた」
「もっとやりたかった」
等の声が多くありました。今後も各社屋で行っている近隣清掃等の
「地
域貢献活動」を中心とした活動を継続してまいります。
❶5/8（木）❷42人 ❸64（35/10/19）袋 ❺25個
❻東京ガスリビングライン（株）

今年は秋晴れのもと、
無事実施することがで
きました。川辺の漂着
ゴミは危険なので拾え
ませんでしたが、公園
のゴミは予想以上に集
まりました。参加者か
らは、タバコのすいが
ら、釣り人のゴミ、ペ
ットボトルのキャップが多くて気になったとの感想がありました。ま
た「きれいになってよかった」(4才男子)「来年も参加します」と、う
れしい声も寄せられ、今後も荒川に親しみ、自然を守るこの活動が広
がるように続けたいと思います。
❶10/25（土）❷29（2）人 ❸20（11/5/4）袋 ❹5（1/3/1）袋 ❺1個
❻江東楓の会（ワークセンターつばさ）

151

ジョンソンコントロールズ
（株）

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）／田中裕久

ジョンソンコントロールズは、Blue Sky
Involveを通じて
「環境保護
（資源の効率
的活用）」、「従業員のリーダー育成」を
目的とし、地域社会と環境保護にフォ
ーカスしたボランティア活動を支援し
ています。今年は、5回目の活動として
33名の従業員と家族が参加しました。
毎年楽しみにしている参加者も多く、
この活動が定着してきました。活動後
にはごみを極力出さないコンセプトで
バーベキューを行いました。
❶11/1（土）❷33（11）人
❸29（14/5/10）袋 ❺7個

152

江東区土木部施設保全課

葛西橋周辺右岸（江東区）／平松紀幸

ダイエーグループ

旧中川船堀橋周辺
（江戸川区）
／中山大輔

昨年は雨のため中止と
なりましたが、今年は
天気にも恵まれ実施す
ることができました。
一見きれいに整備され
ているように見える会
場でしたが、タバコ等
の小さなゴミがあった
他、草むらにはゴミが
隠されていたように散乱していたのが印象的でした。また、会場には
花壇もあり、特にお子様は自然の大切さを感じながら、クリーンエイ
ドを実施していました。この活動を続けていくことは、大変有意義で
す。来年も活動を継続してまいります。
❶10/18（土）❷54（8）人 ❸9（3/4/2）袋 ❺1個 ❻丸紅グループ

154

りそな銀行 首都圏地域

清砂大橋下流右岸（江東区）／村木 淳

りそな銀行での「荒川
クリーンエイド」への
参加は今年で7回目と
なります。
回を重ねるたびに参加
人数も増えていき、今
年はなんと1,000人を
超える参加となりまし
た。自然と触れ合える
場としてもとても有意義で、社員のみならず家族での参加も年々増加
しています。今年は、あいにくの曇り空での開始で、最後は雨に見舞
われてしまいましたが、参加者全員が一生懸命ゴミを集め、とても気
持ちよく過ごせた半日でした。
これからも、こういった活動を通じた地域貢献を継続できればと考え
ております。
❶11/29（土）❷1020（60）人 ❸213（148/43/22）袋 ❹8袋 ❺26個

155,156

江東エコリーダーの会

清砂大橋下流右岸 新砂干潟（江東区）／阿部美和

夏休み「親子で新砂干
潟」
の清掃と自然観察会
です。江東区の唯一の
人工干潟ですが9年目に
なり、自然がよみがえ
ってきています。夏の
暑い盛りですが子ども
達は元気に汗を流しな
がらゴミを拾い
「いっぱ
いあるんだね、びっくりした」
とお母さんに話していました。ヤマトオ
サガニのたくさんの姿にもびっくりしていました。
155）❶8/2（土）❷50（17）人 ❸17（13/4/0）袋 ❺4個
156）❶10/25（土）❷24（5）人 ❸30（25/5/0）袋 ❺11個

市民団体
企業
❶実施日 ❷参加人数（子ども人数）
❸大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数
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