広がる荒川クリーンエイドの様々なかたち

■クリーンエイドと自然遊び♪

「荒川 de 調べるゴミ拾い」

～荒川クリーンエイド・フォーラム 主催・共催イベント～

江戸川区の下平井水辺の楽校にて、新たに荒川クリーンエイドを始めよう

荒川クリーンエイド・フォーラムでは、主催・共催として
「荒川」でつながった皆さんとともに、

とされる方の体験会を兼ねた「調べるゴミ拾い」を、4月と10月に開催しました。

様々なかたちで荒川クリーンエイドを実施しています。

お昼を挟んだ午後には、「草笛」や「魚捕り」など、荒川の自然に親しむプログ
ラムを行いました。

■優勝目指して大学で競争！

主催：下平井水辺の楽校

「大学対校！ ゴミ拾い甲子園」

共催：荒川クリーンエイド・フォーラム

大学生を中心としたゴミ拾い競争イベントが、今年も6月と12月に開催され
ました。今年はゴミ拾い競争だけでなく、川のゴミ問題について感じたこと

日程
会場

を川柳にして発表をし、その内容を競う「ゴミ拾い川柳」を行うなど、工夫を

①4月12日
（日）
②10月12日
（祝）
JR総武線下流右岸
（江戸川区）

主なプログラム
午前：荒川クリーンエイド
「調べるゴミ拾い」
の実践
午後：魚捕り、草笛、草花の解説、
投網体験、魚観察 など

凝らしたイベント内容が企画されました。
■クリーンエイドを体験し、理解を深める

主催：豪田ヨシオ部
（運営：
（株）
クリエイティブPR）
共催：荒川クリーンエイド・フォーラム

日程
会場

「荒川クリーンエイド体験・説明会」

①6月14日（日）②12月13日（日）
①葛西橋上流左岸（江戸川区）
②西新井橋下流左岸（足立区）

秋の荒川クリーンエイド2015のスタートにあたり、新規参加希望者や新た
にキャプテンとして活躍される予定の皆さまを対象とした、体験・説明会を
実施しました。

■走った後に、ゴミ拾い♪

体験会では自然に詳しくないスタッフでもクリーンエイドとともに簡単に

「ARAKWAクリーン10K」
「ARAKAWAクリーン駅伝」

できる、自然を楽しむアクティビティも紹介。説明会では、それぞれの団体

板橋区陸上競技場を中心に、毎年1月と4月に開催されるマラソン大会。使

が主体で運営するための実施手順や安全講習などを行いました。

用した競技場は自分たちできれいにして帰るということで、大会名に
「クリー

主催：荒川クリーンエイド・フォーラム

ン」
が付いています。会場ではレース以外のイベントも開催されます。走り終
わった後は、競技場の周辺や水際など、ランナーさんや応援者、家族の皆さ
んが、一緒にゴミ拾いをしました。
主催：FUJIO PROJECT
日程
会場

共催：荒川クリーンエイド・フォーラム

①ARAKAWAクリーン10K 1月17日（日）
②ARAKAWAクリーン駅伝 4月25日（土）
戸田橋陸上競技場（板橋区）

日程
会場

8月29日
（土）
体験会：千住新橋上流右岸
（足立区）
説明会：足立区立生涯学習センター

主なプログラム
体験会：荒川クリーンエイド「調べるゴミ拾い」の実践、自然観察体験
説明会：●荒川クリーンエイドの実施・運営手順
●「マイボトル de ゴミ拾い。」キャンペーン2015 ミニ講座
●安全管理について など

■荒川のいろいろな場所で、クリーンエイド！

「荒川あちこちクリーンエイド」
■サイクリストとゴミ拾い♪

駅からのアクセスが悪い、水際まで行きづらいなどの理由で、普段は拾う

「グッチャリ・サイクリング2015」

ことができない場所をゴミ拾いしよう！という目的で始まったあちこちクリ

自転車マナーの啓発を進めているグッド・チャリズム宣言プロジェクトさ

ーンエイド。2015年も江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、板橋区で合計7

んと行うゴミ拾いを昨年に引き続き実施しました。荒川の河川敷道路で自転

回実施しました。今年集めた散乱ゴミ袋数は250袋、粗大ゴミ78個という結

車走行のマナーアップを呼びかけるだけでなく、ゴミ散乱防止も含めたマナ

果となりました。回を重ねるごとにリピーターの方も増え、顔なじみとなっ

ーアップの一環としてクリーンエイドを実施。荒川をたくさん利用している

てきたことも、うれしい成果となっています。これからも引き続き行い、荒

皆さんとともに、環境を良くしていく機会となりました。

川クリーンエイドの輪を広げていきます。

主催：
（一社）
グッド・チャリズム宣言プロジェクト

主催：荒川クリーンエイド・フォーラム

共催：荒川クリーンエイド・フォーラム

日程
会場

9月27日（日）
東武伊勢崎線
上流右岸（足立区）

日時

■ロックゲートの近くでクリーンエイド＆投網見学＆カニ捕り♪

「荒川ロックゲートフェス」

荒川ロックゲート10周年を記念したイベントに参加・出展しました。会場
では防災関連の展示や体験、コンサートなども行われました。当フォーラム

会場

①2月21日
（土）
②3月28日
（土）
③5月17日
（日）
④6月28日
（日）
⑤7月18日
（土）
⑥11月28日
（土）
⑦12月19日
（土）
①木根川橋下流左岸
（葛飾区）
②④千住新橋上流右岸
（足立区）
③都営新宿線下流左岸
（江戸川区）
⑤⑥笹目橋下流右岸
（板橋区）
⑦清砂大橋上流右岸
（江東区）

はゴミ拾い、カニ捕りや投網見学のプログラムを行い、来場された多くの親
子の皆さんが参加されました。
主催：国土交通省 荒川下流河川事務所
協力：荒川クリーンエイド・フォーラム
＊ゴミ拾いプログラムは主催として開催
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日程
会場

9月19日（土）
荒川ロックゲート周辺（江戸川区）
特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
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源流から河口までゴミ拾いのネットワーク

●企業
・ NTT東日本 埼玉事業部グループ、 ・ ・ リコージャパン

荒川クリーンエイドは、2015年も市民団体・自治体・企業・学校など様々な団体とのパートナーシップを実現しながら、

荒川とその支流の各地 で実施されました。

（株）
、 日本工営
（株）、
（株）
、 三井住友海上プライマリー生命保険
・ みずほ証券
（株）
、 （株）
ガイア 第2営業部第1エリア、 ・

●市民団体

豪田ヨシオ部
（
（株）
クリエイティブPR）
、 パナソニックコンシューマ
ーマーケティング
（株）
、

（NPO）
秩父の環境を考える会、 秩父教育懇話会（秩父こどもエ
コクラブ）
、 （NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会、 ～

東レ
（株）
、

足立成和信用金庫、

情

報労連東京都協議会/NTT労働組合東京グループ連絡会、（株）

鴻巣

（株）
東京支店、 日本KFCホ
セイコーファシリティズ、 西武建設

の環境を考える会、 ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会、

日立ビルシステム、
ールディングス
（株）
、 ・ ・ （株）

～

（株）
、 （株）
ィ・ティ・ビジネスアソシエ
（株）
、 ジブラルタ生命保険

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、
員会、

あさか環境市民会議、

アールビーズスポーツ財団、
システム・サイエンス、 ・ （一財）

黒目川クリーンエイド実行委

埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部、 （NPO）
国際ボラ

ンティア学生協会、

モンデリーズ・ジャパン
（株）
、 （株）新生銀行、 （株）
東京スター
資生堂、 （一社）
東京損害保険代理業協会、 ・
銀行、 （株）

荒川夢クラブ、 ・ 埼玉県生態系保護協会

荒川クリー
川口支部、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （NPO）

（株）
エックスワン、 グローリー
（株）
、 ・ クリフォードチャンス

ンエイド・フォーラム、 ・ FUJIO PROJECT、 いたばし水辺を
楽しむ会、 ・ いたばし野鳥クラブ、

カウト東京連盟城北地区北第11団、 ・

足立区本木・水辺の会、

・ 尾久の原愛好会、 （一社）
グッド・チャリズム宣言プロジェク
ト、

法律事務所 外国法共同事業、

板橋グローブクラブ、 ～

北区水辺の会、 大正大学環境サークルsmile、 ・ ボーイス

中土手に自然を戻す市民の会、 ・ ～

川の手ファンクラ

ブ、 ・ 東京東江戸川ローターアクトクラブ、 ～

（NPO）
秩父の環境を考える会

の楽校、

小松川平井連合町会、

・ （株）
ユーニック、
national Center、 ・

松山油脂
（株）
、 ・ ・ JAMBO Inter
JFE商事労働組合、

すみだエコクラブ

小松川信用金庫、

ローソングループ、 POSCO JAPAN
（株）
、 三菱UFJトラスト
システム
（株）
、

SMBCフレンド証券
（株）
、 三井住友フィナンシ

（株）
、
ャルグループ、 ・ 島村運輸倉庫
ントロールズ
（株）
、 ダイエーグループ、

西なぎさ発：東京里海エイド、 ・ 江東エコリーダーの会、

SMBC日興証券
（株）
、
りそな銀行 首都圏地域
（計：66会場）

   （計83会場）

下平井水辺

●学校

戸田市公園河川課、
どりと公園課、 北区、

江東区土木部施設保全課

川口市建設部建設管理課、

板橋区み

東京都立桐ヶ丘高等学校、 葛飾区立中川中学校、 ・ 葛飾
区立小松南小学校、 ～

足立区、 荒川区地域文化スポーツ部

江戸川区立大杉小学校、 江戸川区

スポーツ振興課、 台東区教育委員会青少年・スポーツ課、 ・

立平井小学校、 江戸川区立平井東小学校、 山形市立第六中学

葛飾区、 墨田区、

校、 江東区立第五大島小学校

全課

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

足立成和信用金庫

・ 住友生命保険
（相）
、 ・ （株）
キャプティ、 ジョンソンコ

・ 葛西東渚・鳥類園友の会、
（NPO）
えどがわエコセンター、
～

グローバル・ロジスティック・プロ

建築ビジョン、
パティーズ
（株）
、 ・ ・ Bloomberg L.P.、 （一社）

江戸川・生活者ネットワーク、

●自治体
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エヌ・テ

  

江戸川区土木部、 江東区土木部施設保

（計：12会場）

（計：12会場 内2会場は市民団体との協同開催）
江戸川区立平井小学校

2015報告集

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

2015報告集

15

荒川クリーンエイドの仲間たち
荒川クリーンエイド2015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

本年で10年目のゴミ調査。
毎年ほとんど同じメンバ
ーの方が本事業に参加し
てもらっていますが、61
人と例年になく盛況でし
た。ゴミも昨年より少な
めでした。40代：2人、
50代 ：8人、60代：35人、70代：12人、80代：3人、90歳：1人、
合計61人の方に良い汗をかいてもらいました。とにかく、90歳の高齢
にもかかわらず頑張っていただき、本当に頭が下がります。
「来年も会
いましょう」を合言葉に解散しました。
❶10/25（日）❷61人 ❸28（21/7/0）袋

クリーンアップ作戦には、東
松山市や吉見町を中心とした
地域住民の方、民間企業の方
々など約700人に参加してい
ただき、市野川河川敷の清掃
を実施しました。清掃の結果、
2 t 車 3台分のゴミを回収する
ことができました。当日は、
河川清掃のほか、市野川の生物採取や展示、県の道路事業や河川事業
を紹介したパネル展示が行われました。河川清掃や生物採取等を通じ
市野川への親しみが増すとともに、地域住民相互の交流が深まりまし
た。また、現地では、地元ロータリークラブから温かい豚汁が振る舞
われ、河川清掃後の参加者の疲れをいやしました。
❶11/7（土）❷661（158）人 ❸6t

影森グランド下河川敷〜柳大橋下河川敷（秩父市）／岩田泰典

2

秩父教育懇話会
（秩父こどもエコクラブ）

高砂橋上流右岸
（長瀞市）
／新井秀直

自然を活動の場として、楽し
み、学び、自然のありがたさ、
大切さを広げたいと思ってい
ます。川を清掃し、カヌーを
体験し思い出づくり、自然と
人間の関わりを学んでくれた
かなと思います。
❶8/10（月）❷19（11）人
❸3（1/1/1）袋 ❹3（1/1/1）袋 ❺5個

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

今年で18回目を迎えたがはじめて雨天となってしまい実行するか否か
で迷ってしまった。実施予定日の準備を始める前に早目に参加予定団
体の責任者に連絡をとれる様にしておくことが必要であった。
❶11/8（日）❷309（92）人 ❸可燃100kg、不燃120kg、粗大ゴミ20kg

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）
糖田橋下流左岸 6）御成橋下流左岸

鴻巣の環境を考える会は、コ
スモスまつりの大芦橋下流左
岸、鴻巣花火大会会場の糠田
橋下流左岸糠田グランドおよ
び、川幅日本一 2,537mの御
成橋下流左岸付近を分担して
おります。とくに、10月10日
（土）の鴻巣花火大会会場の糠
田グランドは、例年ゴミの散乱がひどかったが、今年はゴミが少なく、
とてもきれいだったと思います。花火大会主催者のゴミ清掃に感謝し、
コウノトリも住む環境を取り戻したいと思います。
4）❶11/23（月）❷5人 ❸5袋 ❺1個
5）❶11/23（月）❷4人 ❸8袋 ❺1個
6）❶11/23（月）❷2人 ❸2袋
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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

8,9,10

大谷川クリーン大作戦
市民実行委員会

12,13 NTT東日本-関信越 埼玉支店グループ 16,54,95
12）
入間川上戸運動公園／小山裕之

13）
秋ヶ瀬運動公園／久保田弘美

12）❶11/8（日）雨天中止
13）❶11/8（日）雨天中止

14

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

❶11/7（土）❷5人 ❸4（2/1/1）袋 ❹1（0/1/0）袋 ❺4個

15

黒目川クリーンエイド実行委員会

黒目川･新小金井街道周辺
（東久留米市）
／菅谷輝美

黒目川クリーンエイドは
21年 前から、5年 前 東 久
留米市で開催された「湧
水保全フォーラム全国大
会」
を契 機に市少年野球
連盟がクリーンエイドへ
加わり、
「河童のクウのク
リーン作戦」として、活動が市内全域に拡大しました。又今年は東京
湧水ライオンズも参加しました。子ども達は、都市ゴミから海ゴミへ
と地球環境規模での生活を見直し始めました。クリーンエイドの皆さ
ま、今後を期待して下さい。
❶10/18（日）❷325（180）人 ❸36袋 ❹28袋 ❻東久留米少年野球連盟

リコージャパン
（株）

16）
笹目橋下流左岸
（戸田市）
／埼玉支社 高山利弘
54）
千住新橋上流左岸
（足立区）
／鳴島里美
95）
京成押上線周辺右岸
（墨田区）
／東京支社 河西政也

10月の活動は、台風の後で河
岸まで川があふれていたよう
でペットボトル等の軽い漂流
ゴミが多く、拾い甲斐のある
活動になりました。皆がゴミ
の多さに驚き、拾うことの大
変さを実感することでゴミを
減らす、また所定の場所以外
は出さないようにしなければいけないと気づかされました。今後も継
続し定着した活動にしていきたいと考えています。
16）❶10/24
（土）❷32（3）
人 ❸27
（14/3/10）
袋 ❹14
（2/11/1）
袋 ❺11個
54）❶ 5/30（土）❷56（2）
人 ❸43（33/1/9）
袋 ❹10
（2/8/0）
袋 ❺12個
❻BRITA Japan（株）
95）❶3/14（土）❷72（7）
人 ❸74（34/22/18）
袋 ❺1個
❻サンタフェ ナチュラル タバコジャパン
（株）
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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

❶11/14（土）雨天中止

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

10月18日、市内ではきれいな
まちづくり活動をはじめ、各
所でイベントが 行われる中、
環 境 団 体は恒 例の大谷川ク
リーン大作戦を実施しました。
鶴ヶ島の自然を守る会と里山
サポートクラブは藤金の旧給
食センター下流を清掃。雑草
が生い茂り川面も見えないほどでした。まずは草刈から始めて通路を確
保しました。そして川の中のゴミを拾いました。粗大ゴミはほとんどなく、
ゴミが大変減りました。わずか年1回の活動ですが、その効果と思うとう
れしいことです。今回は参加者が少なく9人。そのうえ男性はたった2人。
女性がパワーを発揮。私も胴長を着けて川の中に入って頑張りました。
8）❶10/18（日）❷12人 ❸9（5/3/1）袋 ❻大谷川源流の会
9）❶10/18（日）❷9人 ❸22（13/7/2）袋 ❺1個
❻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
10）❶10/18（日） 雨天中止

11 （NPO）荒川の自然を守る会

市民団体
企業
実施会場名 / キャプテン名
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 ❻参加団体

自治体
学校

自然に親しみながら、環境保全活動を継続
住友生命保険相互会社
年 2回の継続活動で成果を実感
住友生命保険(相)は、春と秋の年2回
「小松川自然地里川創造プロジェクト」
に参加しており、
荒川河川敷の環境保全に本格的に取組み5年目となります。
毎年参加している職員からは、
「最初の頃は、川に沿ってゴミが帯状に流れ着いていたのが、
年々ゴミが減ってきている」との感想もあり、活動の成果を実感しています。
新入社員研修、除草活動での成果が見えています

三ツ又沼ビオトープ（川島町）／菅間宏子

春は、総合職の新入職員研修として実施しています。

9月に久しぶりの洪水でゴミが
流されてきましたが予想より少
ない量でした。また10月に入
って荒川上流河川事務所の草
刈がありましたので、ゴミは遊
歩道周辺にはありませんでし
た。奥は洪水の影響でぬかっ
ているため入れませんでした。
❶10/4（日）❷16人 ❸4（3/0/1）袋 ❹2（1/1/0）袋 ❺1個
❻上尾の自然を守る教職員の会

研修時に社会貢献活動を体験することで配属先でも
積極的に社会貢献活動に取組むという成果もみえています。
秋は、家族の参加も多く、親子対象の自然環境教室では、
野鳥観察、カニ捕り、草の実のダーツなど荒川の自然を楽しみました。
春、秋ともにゴミ拾い後には、外来植物のセイタカアワダチソウの除草を行いました。
毎年、継続して活動することで、小松川自然地の環境が少しずつ良くなっていることをうれしく感じています。
これからも自然に親しみながら、地域の皆さまとともに環境保全活動に取組んでいきます。

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
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18 （NPO）国際ボランティア学生協会

25,26

私たちは今年から初めて荒川
の清掃活動を行わせて頂きま
した。私達が清掃したエリア
はゴミは少ない方だと思って
いたのですが、実際に清掃し
てみると想像以上のゴミがあ
りました。誰かがポイ捨てし
たと思われるタバコやペット
ボトルから、なぜここに？と思われる炊飯器まで。日常生活では目に
入らないが、意識してみるとこんなにも沢山のゴミがあるのだと思い
ました。また、来年も是非清掃活動を行いたいと思いました。
❶11/29（日）❷49人 ❸20（16/1/3）袋 ❹4（1/2/1）袋 ❺13個

今年で4年目。ランニング後の
清掃活動はFUJIO PROJECT
が行う荒川でのランニング大会
の際の名物の1つです。
「走っ
た後にゴミ拾い。
」、使ったフィ
ールドをきれいにしようという
コンセプトで毎回清掃活動を
実施させていただいています
が、ランナー
（大会参加者）
の皆さんのやる気には頭が下がります。走るだ
けでなく、フィールドが綺麗になると気持ちが良いものです。走る人もそう
でない人も同じ「荒川」
というフィールドを利用するもの同士、これからも
仲良く一緒に楽しみましょう！2016年の活動もよろしくお願いいたします。
25）❶1/17（土）❷100（20）人 ❸18（9/3/6）袋 ❺5個
26）❶4/25（土）❷200人 ❸28（20/1/7）袋 ❹7（1/6/0）袋 ❺13個

新荒川大橋〜戸田橋左岸
（川口市）／富岡冴佳

19

川口市建設部建設管理課

荒川運動公園〜三領水門
（川口市）／永瀧敏明

今年は晴天のなか、参加した
大勢の学生・各団体の皆さん
と実施することができました。
ゴミの量は例年通りあまり多
くは有りませんでしたが、タ
バコの吸い殻やポリ袋の破片
など小さいゴミを参加者皆さ
んが一つ一つ拾っていました。
これからもすこしでもきれいな荒川を守っていけるよう心がけていけ
たらと考えています。
❶11/1（日）❷107（78）人 ❸5（4/1/0）袋 ❹3（1/2/0）袋

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

ボーイスカウトの親子参加、
ネットを見て参加の若者など
年齢も立場も幅広く多彩な参
加層でした。今回は国の護岸
工事に伴って階段が作られ、
最大干潮の干潟に降りてアシ
原、干潟のゴミ拾い、干潟の
水たまりで自然観察も初めて
行いました。アシ原のゴミを拾いだすと皆さんは止まらなくなり、干
潟の水たまりでもたも網を手に、もう夢中です。ランチではお菓子の
差し入れが飛び交うようなアットホームな雰囲気のうちに終了しました。
❶4/19（日）❷30（6）人 ❸13（6/6/1）袋 ❺6個

21,22

埼玉県生態系保護協会 川口支部

河原町原っぱ
（川口市）
／西尾研二

久々にお天気は良く、少人数
でしたが和気あいあいとゴミ
拾い。と、言うものの川に出
る道にニセアカシアが倒れて
いたり、ブッシュになってい
たりで、川ぞいのゴミ拾いが
出来ず、河川敷のみになって
しまいました。その後は植物
観察、虫探し、バッタ捕りなど、あーだ、こーだと言いながら楽しい
時間を過ごしました。
21）❶4/25（土）❷18（8）人 ❸10袋
22）❶9/26（土）❷6（2）人 ❸1袋 ❻かわぐちっ子荒川クラブ
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FUJIO PROJECT

荒川戸田橋陸上競技場周辺（板橋区）／宮地藤雄

水辺を楽しむ会、
27 いたばし
いたばしエコ活動推進協議会
板橋区生物生態圏・中規模自然地（板橋区）／梅村松秀

板橋区エコ活動協議会との協
働による催し。毎回参加して
くれる日本語学校留学生にと
っては、日本語学習成果検証
の機会であり、環境への関心
のありようを学ぶ機会。一方、
地域住民にとっては、足元で
の国際交流の場となることは
大いに歓迎。本会としては引き続き環境保全活動の継続にあたり、こ
うした機会を設定していくつもりです。
❶3/21（土）❷18人 ❸8（2/3/3）袋 ❺3個 ❻国書日本語学校留学生

28,29

いたばし野鳥クラブ、
板橋区みどりと公園課（＊）

板橋区生物生態圏・中規模自然地（板橋区）／栗林菊夫

当日は天気も良く一般の
参加もあり、40名を超え
る参加者になりました。
とてもありがたかったで
す。今回は生物生態園か
ら、ホームレスが退去す
る話しを区みどりと公園
課の職員が話しており、実際にゴミを出せることになりましたので、
通常のゴミ拾いと別に区役所チームに足して行うことにしました。袋
に入ったままなど数えられないゴミもありましたが、参加された方々
の中には達成感があったようです。特に初めて参加されたパルシステ
ム板橋センターの方々は達成感があったようで、生協の組合員を動員
すれば、漂着ゴミをもっと拾えるとの話しをしていました。また一人
で参加された郵便局労組の方も、労組として行いたいと話していました。
28）❶4/12（日）❷36人 ❸23（12/9/2）袋 ❺23個
29）❶11/3（祝）❷42（1）人 ❸58袋 ❺31個
❻センスオブアース、いたばし水辺を楽しむ会、
  パルシステム
（板橋センター）
、日本郵政グループ労働組合
※11/3（祝）のみ共催

30 板橋グローブクラブ

43

板橋グローブクラブは、
板橋区内の小・中学生が
集まって身近な環境につ
いて遊びながら学ぶグル
ープです。各プログラム
は、板橋区立エコポリス
センターの指導員がプロ
デュースをして、安全に配慮しながら楽しく体験ができる内容で実施
しています。去年は残念ながら大雨のため中止となってしまいました
が、今年度はきれいな青空の中で実施することができました。落ちて
いるゴミはタバコが多く、この場所では毎年1位となっています。
❶10/4（日）❷21（14）人 ❸3（1/1/1）袋 ❹1（0/1/0）袋

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、飲料缶、ビニール袋など
のゴミが特に多く、また靴、
衣類、おもちゃなど、意外なものも毎回あります。一方で、北区子ど
もの水辺にはカニや魚、トンボやバッタなどの生物が多く、都内にい
ながら自然の豊かさを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。
❶10/3（土）❷69（17）人 ❸25袋

戸田橋上流右岸
（板橋区）
／佐藤淳平

31

東京都立桐ヶ丘高等学校

新荒川大橋周辺右岸
（北区）
／金澤幹雄

❶11/10（火）雨天中止

32～41 北区水辺の会
北区・子どもの水辺
（北区）
／太田桐正吾

「北区・こどもの水辺」で活動
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。
終ってからの、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
ロベンケイガニ捕りで、その時はとても賑やかです。
32）❶3/21（祝）❷9人 ❸20袋
33）❶4/18（土）❷12人 ❸14袋
34）❶5/16（土）❷105人 ❸50袋
35）❶6/20（土）❷9人 ❸12（3/6/3）袋
36）❶8/9（日）❷7（2）人 ❸5袋
37）❶8/15（土）❷13（2）人 ❸13袋
38）❶9/19（土）❷8人 ❸11袋
39）❶10/17（土）雨天中止
40）❶11/21（土）❷8人 ❸7袋
41）❶12/19（土）❷11人 ❸21袋

42

大正大学 環境サークルsmile

北区・子どもの水辺
（北区）
／松本嵩章

私たち大正大学環境サークルsmileは、自然
と関わることや環境活動に取り組むことで、
自然環境に貢献することを目的としたサー
クルです。今回の活動で大変多くのゴミを
拾うことができ、特にペットボトルが多か
ったことから、ゴミのポイ捨ての実態を改
めて知ることができました。またそのほと
んどが漂着物であることが分かったので、
これからも定期的に荒川クリーンエイドの
活動をして、荒川の美化に貢献できればな
と思います。
❶6/27（土）❷5人 ❸6（2/2/2）袋
❹2（1/1/0）袋 ❺1個

三井住友海上プライマリー生命保険
（株）

北区・子どもの水辺周辺
（北区）
／清水豊子

44 北区

荒川岩淵関緑地
（北区）
／森下 希

東京都北区役所では北区
内の自治会・町会を集め
て毎年荒川のクリーンエ
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付かせてく
れるところがとても良いところだと思いました。昨年よりもゴミの量
が減っていたのでこうした運動が確実にゴミ削減に繋がっているのだ
なと実感いたしました。
❶10/18（日）❷261（25）人 ❸38（22/11/5）
袋 ❹10
（6/4/0）
袋 ❺6個

45 日本工営（株）

新荒川大橋下流右岸
（北区）
／石原宏二

河川のゴミの実態を体感
できてうれしい。
❶5/23（土）❷24（ 5）人
❸10（6/3/1）袋
❹2（1/0/1）袋

46,47

ボーイスカウト東京連盟
城北地区北第11団

46）47）
赤水門〜青水門周辺
（北区）
／長坂養一

9月は、一般参加64名
（子ども7人含む）含め
83名が参加して実施しました。初めて参加の
方が64名でした。みなさんマイボトル持参。
少ない時間でしたが、調査結果をチーム毎に
発表していただき、次回も参加したいので声
をかけていただきたいとのうれしい言葉をか
けていただきました。
46）❶6/28（日）❷29（19）人
❸8（3/3/2）袋
47）❶9/27（日）❷83（19）人
   ❸7（3/3/1）袋 ❹2（0/2/0）袋
   ❺2個 ❻豊島7団、城北信用金庫

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
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48,136 みずほ証券（株）

48）
鹿浜橋上流左岸
（足立区） 136）首都高速7号線下流右岸（江戸川区）
／眞武尚史

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、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、2013年4月から新入社員を対象にCSR研修としてこの活動に参
加しております。332名が河川の清掃活動を行いましたが、ペットボト
ルなど人為的に捨てられたゴミが多く、日常生活での環境に対する意
識を変えていこうという多数の感想があり、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。
48）❶4/21
（火）❷196人 ❸119（87/3/29）
袋 ❹39（11/28/0）
袋 ❺47個
136）❶4/22（水）❷136人 ❸102（67/18/17）袋 ❺21個

49 （株）ガイア 第2営業部第１エリア
扇大橋上流左岸
（足立区）
／萩原崇雄

目視で確認できる場所にはあまり目立ったゴミはありませんでしたが、
木の茂み等の踏み込んだ場所には大量のゴミが散乱しておりました。
隠れてゴミを捨てていることから、捨てる側も捨ててはいけないとい
う気持ちが少しはあるから隠れて捨てるのでは？とも思いました。荒
川河川敷に大きなゴミの集積場所を設置すれば少しは緩和するのかな
？と思います。あとはこの活動が若年層中心に参加人口が増えればと
思います。
❶ 5/21（木）❷11人 ❸14（8/2/4）袋 ❹ 4（1/3/0）袋 ❺ 4個

50,51 足立区本木・水辺の会
西新井橋上流左岸（足立区）／三井元子

“ちょっといいことしませんか”
との呼びかけで、足立区の「本
木ワンド」を自然環境と調和・
共存した水辺空間として如何
に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「ゴミ拾いや除草作業など」を行っています。皆様の
ボランティア活動への参加をお待ちしております。
50）❶5/9（土）❷ 7人 ❸12（7/2/3）袋 ❹3（1/1/1）袋 ❺5個
51）❶11/14（土）❷17人 ❸15（9/5/1）袋 ❺3個

52,110

クリエイティブ PR ）
豪田ヨシオ部
（
（株）

52）
西新井橋下流左岸
（足立区） 110）葛西橋上流左岸（江戸川区）
／平野マユミ

豪田ヨシオ部では毎年夏
と冬、大学生が対校戦で
ゴミを拾う
「大学対校ゴミ
拾い甲子園」
というイベン
トを開催しています。今
年は、のべ30大学335名
の大学生が荒川でゴミを
拾いました。ゴミ拾いを通して、環境問題に対する意識を高め、社会
貢献の楽しさを実感することができました。
52）❶12/13（日）❷131人 ❸76（58/5/13）袋 ❹25（6/19/0）袋
❺58個
110）❶6/14（日）❷180人 ❸134（66/37/31）袋 ❺54個
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55 東レ（株）

59,60 尾久の原愛好会

63 西武建設（株）東京支店

東レグループとして2回目とな
る今回は、前回同様、伊藤事
務局長より
「川ゴミから地球が
見えてくる」
をテーマに講義を
していただき、趣旨を明確に
したうえで、現地で活動をし
ました。プラゴミが多い現状
を目の当たりにし、プラスチ
ックを作っている会社の一員として、地球環境への責任を考えさせら
れる貴重な機会となりました。1回目より人数が増え、回を重ねるごと
にグループの輪が広がる期待も持てました。
❶5/16（土）❷37（4）人 ❸41（27/3/11）袋 ❹10（4/6/0）袋 ❺11個

尾久の原公園で植物の観察や
希少植物の保護を中心に活動
しています。公園の清掃もや
っています。ゴミは年々減っ
ています。特に処分に困った
家電製品や雑貨類は見当たら
なくなりました。釣りの人が
ゴミ袋を木の枝にかけてゴミ
を散らかさないようにしていました。猫を河川敷で飼っている人がい
て、餌の缶やパックがかなり散らかっていました。現在の課題は客土
として運ばれた土から今までなかった植物がみつかることです。
59）❶6/28（日）❷4人 ❸4（2/1/1）袋 ❺3個
60）❶9/27（日）❷4人 ❸4（2/1/1）袋 ❹1（1/0/0）袋

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
ポーターを通じ参加させてい
ただいております。平日活動
のため少人数での参加になっ
てしまいました。
しかし、
各々
ボランティア活動参加への意
義などを考え取り組んだ結果、
非常に有意義な活動となりました。また活動後には、荒川の恵まれた
自然に触れることで、環境意識の向上につながり、荒川はじめ日本の
自然環境の保全に努める義務を再認識することができました。
❶10/21（水）❷8人 ❸6（0/5/1）袋 ❹4
（1/3/0）
袋

千住新橋上流左岸（足立区）／金森麻理子

56 足立区

千住新橋下流左岸（足立区）／臼倉憲二

昨年に引き続き、天気に
も恵まれ、300人を超す
参加者があり、大盛況で
した。集められたゴミは
大袋と小袋合わせ122袋
となり、また、テレビな
どの粗大ゴミも回収しま
した。清掃後には大変きれいになり、活動者もすがすがしい気持ちで、
解散できました。今後も足立区は、この荒川クリーンエイド活動を実
施してまいります。
❶10/25（日）❷308（88）人 ❸100（40/30/30）袋 ❹22（10/10/2）袋
❺10個 ❻足立区少年軟式野球連盟、明治安田生命保険（株）千住支社、
連合足立地区協議会、東京未来大学、足立区環境モニター

57

足立成和信用金庫

千住新橋下流左岸（足立区）／野口茂樹

連日雨続きだった天候が
当日は晴れ間ものぞき、
晴男晴女のメンバーが集
合したおかげか、絶好？
のクリーンエイド日和！
子どもたちも参加し、楽
しく社会貢献のお勉強が
できました。来年もまた足立区の環境のために頑張ります。
❶9/5（土）❷33（4）人 ❸13（5/3/5）袋 ❹4（2/2/0）袋 ❺3個

58

荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課

扇大橋下流右岸・西荒井橋下流右岸（足立区）／上田 健

毎年、荒川区軟式野球連盟・
荒川区少年野球連盟・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。今回は開始する
少し前から雨が降り出し始め
ましたため、予定時間より早
めに実施しました。雨の中子ども達が一生懸命ゴミを拾う姿には感動
を覚えます。子ども達が自然の大切さやポイ捨てなどに関心を持って
くれることを望みます。
❶11/8（日）❷400（350）人 ❸27（12/12/3）袋 ❺8個
❻荒川区軟式野球連盟、荒川区少年野球連盟、荒川区サッカー協会

扇大橋下流右岸
（足立区）
／金澤 寛

61 情報労連東京都協議会、
労働組合東京グループ連絡会
NTT

西新井橋上流右岸
（足立区）
／梅田貴史

私たちはＮＴＴ労働組合
を母体とする情報労連東
京都協議会と申します。
北は北海道、南は沖縄ま
で各都道府県に協議会が
あり、情報産業、通信産
業、それに関した業種、
関係した組織等で働く仲間が集まっており、それぞれの風土にあった
活動を展開しております。年間春夏秋冬を通して、家族等に向けたレ
クリェーションの開催、独身若者に向けた婚活パーティー等も開催し
ており、その中でも5月の第4土曜日を
「全国環境統一行動」
とし、地球
環境を守る取り組みをしております。
❶5/23（土）❷240（20）人 ❸126（82/11/33）袋 ❹58（28/30/0）袋
❺18個

62 （株）セイコーファシリティズ
西新井橋上流右岸
（足立区）
／長谷川元美

初めての荒川クリーンエイド
への参加で、勝手も分からず
不安もありましたが事務局の
方にご指導いただき、無事開
催する事ができました。当日
撮影した写真には笑顔が多く、
社員・家族一同楽しく参加さ
せていただきました。毎年開
催し、地域への貢献を行っていきたいと思います。
❶10/31（土）❷30（7）人 ❸23（13/5/5）袋 ❹15（5/10/0）袋 ❺17個

西新井橋上流右岸
（足立区）
／瀧本 靖

64 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年より現場所（千住桜木
地区）
でクリーンエイド活動を
毎年継続して６回目となりま
した。自然地管理アダプト制
度に基づく荒川下流河川事務
所の支援や一般の方からの参
加もあり、晴天のやや強い日
差しと涼風の中での清掃活動
は非常にスムースに実施することができました。河川敷のゴミ散乱状
況の確認や様々なゴミの収集作業等、普段の生活ではあまり接する機
会が少ない体験をして頂くとともに、初めてご参加頂いた方々は、自
然環境汚染問題について多少でもご認識頂けたと理解しております。
また、収集活動終了後に全員でフライドチキンとピザを試食しながら
の活動感想会では、河川管理についての興味深い説明等も聞く事がで
きました。この度の参加者及び関係各位にはあらためて感謝申し上げ
ます。今後とも日本KFCHグループの社会貢献活動にご協力頂ければ幸
いです。
❶10/9（金）❷15人 ❸19（11/1/7）
袋 ❹12
（4/8/0）
袋 ❺2個

65 台東区教育委員会青少年・スポーツ課
台東区営荒川河川敷運動公園運動場
（足立区）
／小藤田和麻

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
ンエイドを実施いたしました。
何気なく使用していた運動場
に隠れてゴミが散乱していた
ことに驚きもありましたが、
今回の活動を通して、子ども
たちだけでなく私たち大人も
環境保全に対する意識がこれまで以上に高まり、今後は運動場を使用
する日常においてもゴミを積極的に収集していこうと思いました。
❶11/1（日）❷43（40）人 ❷6（2/2/2）
袋 ❺1個
❻台東区スポーツ少年団
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69,79,80 （株）日立ビルシステム

72 ジブラルタ生命保険（株）

69）
千住新橋上流右岸
（足立区）
79）
、80）
新四ツ木橋下流左岸（葛飾区）／森田英行

東武伊勢崎線下流右岸（足立区）／塩見勇気

㈱日立ビルシステムでは、
「社
会貢献活動として荒川の清掃
を身をもって体験し、社会に
おける企業の役割について考
え、協働作業を通じてコミュ
ニケーション力やチームワー
クを養う」趣旨で今回初めて
新入社員研修をプログラムに
参加しました。雨、風が強く吹く悪天候でしたが新入社員268名が一
致団結して清掃に励みました。社員からは「ゴミの量と種類の多さに
驚いた」「これを機会に環境保全活動やボランティアに参加したい」等
の声が多くあり、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。
69）❶4/13（月）❷100人 ❸61（29/10/22）袋 ❹23（8/15/0）袋
❺15個
79）❶4/14（火）❷107人 ❸69（43/13/13）袋 ❺33個
80）❶4/15（水）❷106人 ❸60（33/14/13）袋 ❺30個

70（一社）グッド・チャリズム宣言プロジェクト

東武伊勢崎線上流右岸
（足立区）／韓 祐志

私たちは主に荒川河川敷道路
を走るサイクリストたちにマ
ナー走行を呼びかける活動を
しています。清掃活動をする
際には河川敷道路でまず小一
時間サイクリストへマナーチ
ラシを配布してから、ゴミ拾
い地点へ自転車で向かいます。
そこで着替え等準備してからゴミ拾いに取りかかります。駅から遠く
ゴミ拾いが手薄な所にでも、自転車で簡単にアプローチできるのが強
みです。これからも一緒に活動を続けて行けたらと思っています。
❶9/27（日）❷13人 ❸25（18/1/6）袋 ❹7（4/3/0）袋 ❺7個

71 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ（株）

東武伊勢崎線周辺右岸
（足立区）
／半田 敦

NTTビジネスアソシエグルー
プは、CSR活動の一環として、
環境マネジメントシステム
『エコ
アクション21』
を取得するなど、
地球環境保全活動の取り組み
を継続的に行っております。
初めてこの活動に参加させて
いただきましたが、参加者か
らも非常に有意義なイベントだったとの感想が多く、とても良い活動
ができました。今後も「社員・家族同士の交流と活動の継続」をモット
ーにこのような活動の輪を広げていきたいと思っています。
❶10/31
（土）❷68
（15）
人 ❸71
（40/5/26）
袋 ❹32（17/15/0）
袋 ❺16個
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ジブラルタ生命で毎年行われ
るボランティア活動の一環と
して社員とそのご家族で参加
しました。一見綺麗に見えて
も草むらの中には、上流から
流れてきたゴミやポイ捨てさ
れたゴミ、また近くに公園が
有りボールが沢山落ちていた
りと様々な種類のゴミがあって驚きました。また、ゴミ拾いを通じて
普段余りかかわりのない部署の人たちと交流が出来、盛り上がりました。
❶10/3
（土）❷105
（5）
人 ❸52
（25/10/17）袋 ❹28
（15/13/0）袋 ❺13個

171 すみだエコクラブ
堀切橋上流右岸（足立区）／庄司直子

墨田区のボランティアが集ま
って発足しました。この度す
みだエコクラブとして、初め
て活動を開始させて頂きまし
た。少人数の活動の為、あま
り大きな範囲は出来ませんで
したが、小さな範囲でも、沢
山のゴミがある事がわかりま
した。まだまだ小さな組織ですが、仲間を増やして、環境にさやしい
荒川河川敷になるように頑張って行きたいと思います。
❶12/20（日）❷5人 ❸22（19/1/2）袋 ❹3（1/2/0）袋 ❺8個

73 （株）システム・サイエンス
堀切橋下流右岸（足立区）／博田 亮

システム・サイエンスは、社
会貢献として毎年清掃活動を
行っています。荒川クリーン
エイドには初めて参加し、ゴ
ミ拾い後に、
「ゴミが増えるこ
とにより、ゴミを捨てて良い
と思う人が増え、悪循環とな
っている」
という意見が多く出
ました。ゴミを減らす為に出来ることを考えていかなければならない
と思います。今後も継続的に清掃活動に取り組んで行くと同時に、会
社を上げて「マイボトル」を推進していきたいと思います！
❶9/12（土）❷40（1）人 ❸26（15/1/10）袋 ❹7（2/5/0）袋 ❺17個

74,76

葛飾区

74）
堀切水辺公園下流左岸
（葛飾区）
76）
四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
／鈴木幸夫

葛飾区が行う荒川クリーンエ
イドは、年2回、春と秋に、区
広報やホームページ等で一般
参加者を募集するとともに、
地域の団体や中学校の子ども
たちの協力を得て実施してい
ます。春のクリーンエイドは、
ご家族で参加された方や、葛
飾少年野球連盟の子どもたちが練習前に堀切水辺公園付近に集まり、
川沿いのアシ原でゴミ拾いを行いました。秋のクリーンエイドは四ツ
木橋下の草地内で、他の主催団体と一緒にゴミ拾いと調査を行いました。
74）❶4/19（日）❷62（51）人 ❸40（14/17/9）袋 ❺9個
76）❶10/3（土）❷5人 ❸6（2/2/2）袋

75,142 （一財）アールビーズスポーツ財団

75）
堀切水辺公園
（葛飾区） 142）船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／野平 修

（一財）アールビーズスポーツ
財団は日本全国でランニング
や自転車イベントの主催をし
ております。荒川河川敷では、
毎年1月と10月に
「東京30K
（ト
ーキョーサーティーケー）」を
開催しており、両大会あわせ
て1万人近くのランナーが参加
しました。クリーンエイド活動では、参加者の家族、応援の方々を中
心に、ゴールを待つ間の時間を利用して、川沿いに落ちているペット
ボトルや空き缶から粗大ごみまで一生懸命ごみ拾いを行いました。
75）❶10/10（土）❷13（1）人 ❸17（10/3/4）袋 ❹4（1/3/0）袋 ❺2個
142）❶1/24（土）❷10人 ❸18（10/5/3）袋 ❺1個

77 葛飾区立中川中学校

新四ツ木橋周辺左岸
（葛飾区）
／立澤比呂志

今回で全校生徒参加型として
は4回目となる「荒川クリーン
エイド」。約2時間、生徒は一
生懸命ゴミ拾いを行い、とても
良い汗をかいていました。このよ
うな行事を通して、郷土愛を高
め環境保全意識を強く持てる人
になってほしいと願っています。
❶10/3（土）❷212（197）人 ❸114（42/37/35）袋 ❺24個

81（株）新生銀行

木根川橋周辺左岸
（葛飾区）
／臼井裕美子

新生銀行グループの社会貢献
活動の一環として合計26名の
グループ社員およびその家族
が参加しました。当日は、先
輩社員がリーダーになり、新
入社員と交流しながら
「環境に
悪いゴミ拾いゲーム」
を行いま
した。活動後は、ゴミが環境
に及ぼす影響や、荒川で行った活動の意義について学びました。その
後、河川敷の広場でビニールシートを敷き、参加者全員でお弁当を食
べ、和やかな雰囲気の中イベントが終了しました。
❶4/18（土）❷26（5）人 ❸41（22/8/11）
袋 ❺31個

82 （株）東京スター銀行

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／遠藤順子

東京スター銀行は、ＣＳＲ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。昨
年度から東京近郊での活動と
して、四ツ木河川敷でのクリ
ーンエイドに参加しています。
新人・先輩社員・そのご家族
と幅広い層から100名が参加
し、
「拾うだけではないゴミ拾い」
で得た気づきのみならず
「ボランティ
ア活動を身近に感じることができた」
「活動を通じて先輩
（後輩）
社員と
楽しく交流ができた」
等の声が多く寄せられ、有意義な活動となりました。
❶4/4（土）❷100（7）人 ❸83（37/28/18）
袋 ❺19個

83（株）資生堂

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／山㟢功治

今回で４回目になりますが、
天候にも恵まれ楽しみながら
活動させていただくことがで
きました。今年は台風が多か
ったこともあり漂着したゴミ
も多かったようでやりがいが
ありましたが、目立つ粗大ゴ
ミが見られなくなり、それな
りに活動を継続してきた成果も感じることができました。社員が団結
して社会貢献活動に取り組める大変良い機会ですので、今後もこの活
動を続けていきたいと思っています。
❶10/10（土）❷82（1）人 ❸119（73/24/22）
袋 ❺5個

78 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

昨年に引き続き、荒川の清掃
活動に参加させていただきまし
た。リピーターも多く、今年は
以前よりゴミが少ない印象を受
けましたが、実際に作業をして
みると、プラスチックや発泡ス
チロールの破片など細かいゴミ、
ペットボトルなど土に還るには
相当な年月が必要なものが多く、改めて環境への影響について考える機会
となりました。またゴミ捨てに関するマナーの呼びかけも必要だと感じました。
❶10/27（火）❷23人 ❸30（17/5/8）袋 ❺13個
特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
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85（一社）東京損害保険代理業協会

90,91 クリフォードチャンス法律事務所

東京損害保険代理業協会と申
します。昨年に引き続き、好
天・微風という最高の環境に
恵まれたクリーンエイドでし
た。当日は、老若男女、ベテ
ランも初参加者も、また、東
京だけでなく、北海道からの
仲間の参加もあり、とても賑
やかな清掃活動でした。なお、昨年と同様、荒川クリーンエイドのＨ
Ｐからの一般参加者の申し込みもあり、地元に根付いた活動が、少し
ずつ認知されてきていることが実感できたクリーンエイドでもありました。
❶10/3（土）❷25（2）人 ❸16（6/8/2）袋 ❺8個

京成押上線上流右岸（墨田区）／㟢村令子

平井大橋上流左岸
（葛飾区）
／武舎利幸

86,87 （株）エックスワン

四ツ木橋上流右岸
（墨田区）
／松本龍詞

弊社は、より「安全」で、より
「安心」、より「高品質」という
理念を掲げ、素材そのもの、
天然のものに求めて地球にや
さしい商品づくりをしていま
す。今回で13回目の活動とな
りました。同じ場所での活動
を継続することで、河川の細
やかな変化にも気付き、有意義な活動となりました。「自分たちの生
活を見直すこと」を意識し、学びある活動と新しい仲間を増やしなが
ら気づきの輪を広げていきたいと思います。
86）❶5/23（土）❷37（1）人 ❸44（22/9/13）袋 ❺16個
87）❶11/14（土）雨天中止

88 墨田区

八広野球場〜緑地競技場
（墨田区）／佐藤智昭

墨田区では、荒川河川敷
運動場を利用されており
ます少年野球チームや少
年サッカーチームを中心
とした総勢121名の参加
者でクリーンエイドを実
施いたしました。今回初
めて参加される方も多く、河川敷のゴミの多さにかなり驚かれている
様子が見られました。今後も毎年開催いたしますので、皆さん是非ご
参加ください！
❶10/31（土）❷121（80）人 ❸30（20/5/5）袋

89 グローリー（株）

新四ツ木橋下流右岸
（墨田区）／柏木茂一

当社独自で実施するのは2回
目となり、昨年に引き続きほ
ぼ同じ場所で活動を行いまし
た。参加者一同、昨年と同様
にゴミの多さに驚き、当日は
高気温で日射しも強く短時間
の作業でしたが大量のゴミが
集まりました。
参加者からは
「拾
っても拾ってもキレイにならないゴミ、いつかキレイになった! と実感で
きるくらいにしたい。」との声がありました。
❶5/30（土）❷36（6）人 ❸46（30/8/8）袋 ❺13個
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クリフォードチャンス東京オ
フィスは、CSR活動としてフ
ァンドレイジングによる災害
支援や、プロボノ活動を数多
く行っています。今回は、荒
川で清掃作業を行いました。
青空のもとスタッフ10名が活
動に参加、わずか１時間でみ
るみるうちにゴミ袋がいっぱいになり、その種類や量に驚きました。
学び、楽しみながら積み重ねられるこの活動を、今後も継続して行い
たいと思います。
90）❶6/6（土）❷10人 ❸29（18/4/7）袋 ❺7個
91）❶11/29（日）❷8（1）人 ❸24（16/3/5）袋

92 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ（株）

京成押上線上流右岸（墨田区）／志賀友香里

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９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。今後もボランテ
ィア活動を通じて、環境保全に取り組んで参ります。
❶10/14（水）❷10人 ❸25（15/5/5）袋 ❺5個

93,165,166

Bloomberg L.P.

93）京成押上線上流右岸（墨田区）
165）、166）清砂大橋周辺右岸（江東区）／Sandi Liu

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をご覧下さい。荒川清掃活
動においては、本年度も計3回の清掃活動を行い、荒川近郊の動植物
にとってより棲みやすい環境を整え、今後も清掃活動を通してゴミ問
題に取り組んでいきたいと思っております。
93）❶11/15（日）❷4人 ❸18（13/2/3）袋 ❺1個
165）❶9/12（土）❷11（1）人 ❸22（13/2/7）袋 ❹4（0/4/0）袋 ❺21個
166）❶4/17（金）❷10人 ❸20（11/2/7）袋 ❹5（1/4/0）袋 ❺3個

京成押上線上流右岸
（墨田区）
／山田義博

94（一社）建築ビジョン

98 松山油脂（株）

一般社団法人建築ビジョンは
墨田区の建築会社を中心に組
織しており、やはり普段の仕事
柄建築資材の廃材のリサイク
ルは至上命題ではありますが
現実的にはなかなか意識向上
は難しく何か進 展を図る物が
有ればと思い活動に参加させ
て頂いております。お陰様でメンバーの家族、協力業者様と楽しくゴミ拾
いをしている関係で年を追うごとに荒川がキレイになって参加者全員が笑
顔で終了出来ています。今では個々が率先して現場や家等で動いてます。
❶11/28（土）❷23人 ❸35（18/7/10）袋 ❺3個

当社は墨田区にある石鹸、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頂
いております。今年で6回目
を迎えました。今回は今まで
で一番ゴミの量が少なく、嬉
しいような、さびしいような
複雑な気持ちでした。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る一日でした。
❶10/3（土）❷40（3）人 ❸29（22/3/4）
袋 ❺4個

木根川橋周辺右岸
（墨田区）
／杉崎広信

99,100 葛飾区立小松南小学校

96,97（株）ユーニック
京成押上線周辺右岸
（墨田区）
／藤本由佳

当日は、天候不順ではありま
したが、新入社員の参加が多
かったため、過去最大の46
名での清掃活動を実施するこ
とができました。初めて参加
した人はゴミの多さに驚いて
いました。清掃活動を通して
色々と考える良いきっかけに
なったと思います。これからも地域社会に貢献するため、継続して活
動していきたいです。
96）❶5/9（土）❷46人 ❸36（10/20/6）袋 ❺2個
97）❶11/14（土）雨天中止

99）
総武線下流左岸
（江戸川区）
／飯森由実
100）
総武線下流左岸
（江戸川区）
／小林勝人

葛飾区立小松南小学校の4年生は、総合的な学習の時間で、毎年荒川
クリーンエイドに参加しています。この体験を通して、荒川の自然を
守るためのいろいろな工夫や努力を学んでいます。
99）❶2/20（金）❷63（56）人 ❸8（5/2/1）
袋
100）❶10/19（月）❷79（64）人 ❸5（3/1/1）
袋

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
「足立区本木・水辺の会」事務局長

金子勝治

定例活動で環境整備
「足立区・本木ワンド」を自然環境と調和・共存した水辺空間として如何に活用できるかをテーマに、
多くの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。
荒川の河原で不法に投棄された生活関連ゴミや水辺に漂着した多種多様なゴミは、
毎月第2土曜日を定例活動日と定めてゴミの回収を行っています。
河原を歩かれている方々には、
水辺やスカイツリ―などが年間を通してより良い景観として味わって頂ける様に、
選択的な除草計画に基づき随時、植生の管理を行っています。
また、池の復元など、有志によるボランティア活動で環境整備を行っています。
近隣の小・中学校・川あるきの人々に訪れていただきました

市民団体
企業
実施会場名 / キャプテン名
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 ❻参加団体

自治体
学校

昨年にも増して、
「足立区・本木ワンド」
に訪れて頂く方が増えてきています。
水辺のゴミ拾いやブタクサ抜き、バッタやトンボ、ベンケイガニやドングリの採集など、
自然との触れあいを通して、年間環境学習の場としての利用も盛んに行われる様になってきています。
楽しく活動を通して学びませんか？皆さんの参加をお待ち致しております。
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101～104

108,109,116

江戸川区立大杉小学校

総武線下流左岸
（江戸川区）
／助田桃子、佐藤 譲

年４回、３、４年生合同で、
水生生物、虫、野鳥、植物、
水質、ゴミグループに分かれ、
自分達でたてた学習の目あて
に向かって活動している。活
動後、五色池周辺を全員でク
リーンエイド活動をして、た
くさんゴミを拾っている。ゴ
ミを拾いながら分別し、環境における子ども達の意識を高めている。
池の周辺をきれいにすることで、生物が生きやすい環境作りに役立っ
ていると子ども達に感じさせたい。
101）❶1/20（火）❷155（135）人 ❸7（5/1/1）袋 ❺7個
102）❶4/24（金）❷69（55）人 ❸5（4/1/0）袋
103）❶6/30（火）❷143（113）❸6（2/2/2）袋
104）❶10/28（金）❷145（115）人 ❸3（2/1/0）袋

105 中土手に自然を戻す市民の会

JAMBO International
Center

108）、109）都営新宿線下流左岸（江戸川区）
116）葛西橋下流左岸（江戸川区）／David Howenstein

東京都都内、近辺でボランテ
ィア活動を展開。ゴミ拾いや
環境回復作業などを行う。参
加者は日本人、様々な国籍の
参加者があります。

108）❶3/22（日）❷24（1）人 ❸68（29/13/26）袋 ❺16個
109）❶6/7（日）❷17人 55（23/15/17）袋 ❺6個
116）❶11/1（日）❷23（1）人 ❸62（25/12/25）袋 ❺9個

111,112

JFE商事労働組合

葛西橋上流左岸（江戸川区）／稲垣宏規

総武線下流左岸
（江戸川区）
／佐藤正兵

朝は雨天ながら昼にはきれい
に晴れ上がり、恒例の秋の芋
煮会は盛り上がりました。19
96年に池が出来て活動を始め
てから今年はちょうど20年目。
自生したクヌギにどんぐりが
たくさん実り、子どもたちの
遊びがまた一つ増えました。
子どもたちはお腹にたくさんの子ザリガニを抱えた母ザリガニを池で
捕まえて大騒ぎ、はじめての体験です。中土手五色池の自然は、子ど
もたちにとっても大人たちにとっても楽しさがあふれています。
❶11/15（日）❷10（1）人 ❸16（12/1/3）袋 ❺1個

106,121～125 川の手ファンクラブ
106）
総武線下流左岸
（江戸川区）
121 〜125）
総武線下流右岸
（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RUN、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…アクション
! ! このゴミをなんとかしな
きゃと思ったみんな、気軽に
ゴミ拾いに参加くださいね!!
106）❶12/20（日）❷7（1）人 ❸24（18/3/3）袋 ❺3個
121）❶2/22（日）❷1人 ❸15（8/5/2）袋 ❺5個
122）❶5/10（日）❷11（4）人 ❸5
（3/1/1）袋 ❺3個
123）❶9/13（日）❷9（3）人 ❸8（5/1/2）袋 ❺8個
124）❶10/12（月）❷6（2）人 ❸14（12/1/1）袋 ❺10個
125）❶11/8（日）❷4（1）人 ❸13（7/3/3）袋 ❺5個

UNIEXは6 商社の労働組合の
集まりです。日頃の定例会等
に加えて年数回、社会貢献活
動の一環として参加していま
す。参加者からは、ゴミの量
の多さに驚いたという声が多
数ありました。短い時間でも
ゴミ拾いをしたという経験が、
今後の日々の生活を意識するきっかけになったとのことでした。終了
後は６商社で懇親会を開き、盛り上がりました。
111）❶6/20（土）❷32（5）人 ❸14（4/5/5）袋
112）❶11/21（土）❷34（5）人 ❸25（20/3/2）袋 ❺2個

113,114

東京東江戸川ローターアクトクラブ

葛西橋上流左岸（江戸川区）／引間太一

東京東江戸川ローターアクト
クラブのメイン活動である荒
川クリーンエイドを今回も行
いました。一般参加者が今回
はとても多かったのと、新し
い場所のゴミを拾う事で運営
と準備がとてもバタバタして
しまいました。次回は今回の
反省を活かして、参加した皆様がゴミ拾い活動を行いやすい運営を目
指してこれからも活動していきたいと思います。今回参加していただ
いた皆様、本当にありがとうございました。
113）❶5/2（土）❷29人 ❸44（20/8/16）袋
114）
❶10/3
（土）❷33
（4）
人 ❸33
（22/7/4）
袋 ❺7個 ❻宇都宮工業
（株）、
江戸川区立小岩第四中学校、ロータリークラブ、ローターアクトクラブ

115 江戸川区土木部

葛西橋上流左岸
（江戸川区）
／相馬良子

119

昨年同様に1ｍ程度の葦を事
前に刈り、葦の中に入り込ん
でのゴミ拾いでしたが、毎年
同じ場所で活動を続けている
からなのか、昨年度までは長
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
状況でしたが、今年はゴミの
量が少なく感じました。参加者からは発泡スチロールやプラスチック
の破片の多さに驚いた等の感想をいただきました。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。
❶10/28（水）❷26人 ❸26（14/5/7）袋 ❺2個

児 童 の 感 想、 考 察 を 記 しま
す。
「 生き 物 が 住 み にくくな
る。」
「下流に進むほどゴミが
増えて困る。
」
「沢山ゴミがあ
り、なぜゴミ箱に捨てないの
か気になった。
「
」プラスチック
はどんどん細かく割れて、拾
いづらい。
」
「魚がそれを食べ
て、食物連鎖がおこる。
」
あなたたちが大人になった時に、環境を大切
にする心を持つ人になってほしい。指導員の方の言葉を胸に刻み成長
していきましょう。
❶10/7（水）❷35（32）人 ❸13（7/3/3）
袋 ❹3
（1/1/1）
袋 ❺13個

117

120

小松川信用金庫

平井大橋上流右岸
（江戸川区）
／江島貞男

参加者全員がゴミが落ち
ているから拾うんだと思
って参加したと思います
が、思っていたよりゴミ
が少なく感じたり、逆に
綺麗に見えたけど近くで
見るとじつは汚れていた
りと、それぞれが現状を理解したようです。今後も気持ちよくすごし
ていくためにはどうしたら良いかを考えて、毎日暮らしていかなけれ
ばなりません。今回のクリーンエイドが良いきっかけになればと思います。
❶9/5（土）❷122（7）人 ❸29（17/5/7）袋 ❺11個

118

ローソングループ

総武線周辺右岸
（江戸川区）
／伊藤義人

ローソングループでは、1995
年から荒川クリーンエイドに
参加させていただいています。
今年で21回目の実施となりま
した。今回は、活動場所を平
井大橋から総武線鉄橋付近へ
変更しました。当日は、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総勢97名が参加し、さわやかな汗を流しまし
た。約60分の活動で65袋のゴミと粗大ゴミ7個を回収しました。今後も
ローソングループで清掃活動をはじめとした社会貢献活動を継続して
実施いたします。
❶11/21（土）❷97（24）人 ❸65（21/23/21）袋 ❺7個

江戸川区立平井小学校

総武線下流右岸
（江戸川区）
／菅原知紘

江戸川区立平井東小学校

総武線下流右岸
（江戸川区）
／清水

茜

いつもは生き物を採集したり
する荒川の学習。荒川クリー
ンエイドは、大切にしている
荒川でたくさんのゴミを拾う
活動です。たくさん拾えてう
れしかったと同時に、荒川に
ゴミを捨てる人がたくさんい
ることが分かり、がっかりし
ました。いろいろな種類のごみが荒川の生き物にどのように影響して
いるかが、とても気になった。一つでもゴミが減らせるよう一人一人
が意識をして、広めていきたいと思った。
❶11/18（水）❷110（99）人 ❸31（14/8/9）
袋 ❺22個

126～131

下平井水辺の楽校

総武線下流右岸
（江戸川区）
／中嶋美南子

近隣の親子が参加して、荒川
の自然を楽しみ学ぶ水辺の楽
校。小さい子も一所懸命ゴミ
を拾ってくれています。河口
に近い広々とした下平井干潟
をフィールドに、近隣の小学
校も、荒川の自然やゴミのこ
とを学んでいます。カニや魚、
虫、花々とふれあってたっぷり遊んだ子どもたちが、荒川や地球環境
を守っていってくれることを願って。
126）❶4/12（日）❷53（8）人 ❸42（33/4/5）
袋 ❺7個
127）❶6/14（日）❷23（9）❸3（1/1/1）
袋
128）❶7/12（日）❷42（22）人 ❸8（5/1/2）
袋 ❺3個
129）❶9/13（日）❷20（8）人 ❸14（10/1/3）
袋
130）❶10/12（月）❷38（8）人 ❸47（26/9/12）
袋 ❺3個
131）❶11/8（日）雨天中止

132 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

市民団体
企業
実施会場名 / キャプテン名
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 ❻参加団体
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❶11/8（日）❷265人
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133 POSCO JAPAN（株）
小松川橋上流右岸
（江戸川区）／永木秀典

138,139 島村運輸倉庫（株）

143,144 住友生命保険（相）
都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）
／大谷早葵、石井直樹

148

POSCO JAPANは本社である
韓国のPOSCOの日本法人で、
鉄鋼製品を製造する企業です。
日本法人を含め世界各国にあ
る法人では環境保護にも積極
的に取り組む活動を行ってい
ます。その一つがPOSCOの製
鉄所の拠点を中心に子会社も
含め年に一度
“Volunteer Week”
という活動になります。環境保護を目
的とし、少しでも地域社会への貢献に寄与する活動になるよう各法人
が一斉に活動をします。POSCO JAPANでは年に1回の全体活動の際
に荒川の美化活動に参加していて今年で4回目になります。参加者は皆、
積極的に、且つ楽しく活動出来ている事に感謝しています。美化活動
という一つの行動が社内の活性化にもつながる大きなキッカケになっ
ています。
❶5/24（日）❷53人 ❸52（22/15/15）袋 ❺2個

毎年春と秋に行っている荒川
の河川敷の清掃に、社員一同
で行ってきました。今回は、
いつも行っている場所と少し
上流の二か所に分かれてゴミ
拾いをしました。5月のゴミで
目立ったのは、レジ袋の破片
やビニールの破片でした。拾
いきるのは難しいです。まだまだたくさんあります。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？  私たちも年 2
回の作業ですが、みんなで気持ちのよい汗をかき、清々しい気持ちに
なったのは事実です。普段からポイ捨てを意識してみませんか？未来
の子どもたちに自然の環境を残しませんか？このゴミの多さを目の当
たりにして、継続していくことが大切だと感じる1日でした。
138）❶11/28（土）❷40（1）人 ❸51（37/6/8）袋 ❺7個
139）❶5/30（土）❷40（1）人 ❸28（18/3/7）袋 ❻（株）島村商店

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23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、荒川河川敷クリーンアップを行いました。本格的な清掃活動は
今年で5年目を迎え、活動の成果も表れ始め年々ゴミが減ってきました。
今後も継続して実施していきたいと考えております。
143）❶4/9（木）❷94人 ❸111（55/15/41）袋 ❺38個
144）❶11/7（土）❷340（50）人 ❸218（99/43/76）袋 ❺23個

ジョンソンコントロールズは、
世界的なボランティアプログ
ラムBlue Sky Involveを通じ
て、従業員にボランティアグ
ループの結成を奨励し、地域
団体と協力して、環境スチュ
ワードシップやリーダー育
成プロジェクトへの参加を支
援しています。今年で6回目の参加となる「荒川クリーンエイド」
の活動
には28人の従業員と家族が参加しました。例年よりゴミ拾いの時間を
少し長くとりましたが、それでもまだ拾いきれないゴミが数多くあり、
ゴミ問題の根深さを実感しました。ゴミがなくなるよう今後も活動を
続けたいと思います。
❶10/24（土）❷28（4）人 ❸26（13/4/9）
袋 ❺4個

134

149

新小松川橋下流右岸
（江戸川区）／分目竜太郎

140

145

❶5/16（土）雨天中止

船堀橋上流右岸（江戸川区）／原田眞佐子

135

船堀橋上流右岸（江戸川区）／嶋村文男

三菱UFJトラストシステム
（株）

（株）
SMBCフレンド証券

首都高速7号線下流右岸
（江戸川区）／梶原瑤子

今回、クリーンアップ活動を
通じて、ポイ捨てや不法投棄
の実態を把握することができ、
日頃あまり気にすることがな
かった環境問題について、真
剣に考えるようになりました。
一人ひとりが日常生活の中で
意識していくことが、今後必
要であると思います。そして、この環境問題への取り組みを周囲の人
に発信していくことも重要だと実感しました。クリーンアップ活動を
通じて、企業の立場として貢献活動を行う意義について、改めて考え
るきっかけになり、SMBCフレンド証券の一員として参加する責任感
がより一層強いものとなりました。
❶10/26（月）❷65人 ❸57（21/17/19）袋 ❺21個

137

三井住友フィナンシャルグループ

首都高速7号線下流右岸
（江戸川区）／末廣孝信

当日は小雨の降る生憎の天候
でしたが、グループ企業の従
業員およびその家族が一体と
なって清掃活動に取り組みま
した。参加者は河川敷のゴミ
の量の多さに戸惑いながらも、
協力しながら１時間弱の活動
で想像以上のゴミを収集し、
参加者からも「参加して良かった」との感想が寄せられました。今後も
グループ一体となった、環境保全活動に取り組んで参ります。
❶10/17（土）❷240（30）人 ❸336（173/69/94）袋 ❺18個
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江戸川・生活者ネットワーク、
ガールスカウト東京第215団

ゴミ調査、外来種の抜き取り、
透視度計、荒川に生息する生
き物の説明と盛り沢山。一ヶ
月ほど前にゴミ拾いを実施さ
れた団体がいらしたとの事で
河川敷は綺麗だったので橋の
下とその周辺の調査を実施し
た。それでも子ども達の感想
はゴミが多過ぎ ! ! 普段落ちていないゴミが落ちていることにびっく
り ! ! とあった。こうした散乱ゴミは動物達が誤飲して体への影響が
あるので平気でゴミを捨てる心無い行動をなくしたいとあった。
❶11/1（日）❷48（16）人 ❸27（12/7/8）袋 ❺19個

実際に荒川の川沿いにいくと、
雑草の中にたくさんのゴミが
落ちていることがわかりまし
た。遠くから荒川を見ただけ
ではどのくらいのゴミが落ち
ているのかわからなく、実際
にゴミを拾う活動に参加して
みて初めてわかることが多か
ったです。今回の活動に参加し、自分たちも山形での河川敷を見てみ
る必要があるのではないかと思いました。身近なところをもう一度見
てみることに気づかされた活動でした。ありがとうございました。
❶5/12（火）❷32（32）人 ❸11（4/2/5）袋

146,147（株）キャプティ
都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）
／本橋俊明

141 SMBC日興証券（株）
船堀橋上流右岸（江戸川区）／一ノ瀬美加

＜実施の感想＞●思っている
以上にゴミが多かった。どう
してこんなものが？と思うよ
うなゴミが多く驚きました。
●プラスチックのゴミが非常
に多い。足元を掘るとどんど
んゴミが出てきて、目に見え
ないところにもゴミが埋まっ
ていると感じた。●ゴミ捨てに対する一人一人の意識が大事だと思う。
●奥の方にも多くのゴミがあり、すべてを取り除くのは難しいと感じ
た。●小さなゴミが多く、ちょっとした気持ちで捨てられたゴミが多
いと感じました。
❶10/3（土）❷360（29）人 ❸193（121/26/46）袋 ❺24個

市民団体
企業
実施会場名 / キャプテン名
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 ❻参加団体

山形市立第六中学校

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）
／石山侑万

自治体
学校

今年も好天に恵まれた開催と
なりました。新入社員研修と
してのクリーンエイド活動も
３年目となり、午前中のゴミ
拾いゲーム、午後のグループ
討議など内容の濃い研修とな
りました。毎年の光景ですが、
参加メンバーは「ゴミなんかな
さそうだ」などと話していましたが、いざ草むらに入ったら「何でこん
なゴミがあるんだ」
等驚きの声を上げ、グループごとにクリーンエイド
活動に取組み、たくさんのゴミを拾っていました。キャプティでは、
荒川クリーンエイドを利用した「新入社員研修」を今後も継続して実施
していきたいと考えています。
146）❶8/2（日）❷15（3）人 ❸9（5/1/3）袋 ❺3個
147）❶4/27（月）❷24人 ❸26（18/3/5）袋 ❺8個

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

江東区立第五大島小学校

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）
／吉川征弥

私たちの小学校は小名木川と
旧中川の合流するところにあ
り、川は身近な存在です。４
年生の総合的な学習の時間で
は、荒川に住む生き物や植物、
環境問題について学習してい
ます。今回の活動に参加して、
ゴミ拾いを行うことで環境問
題について考えを深めることができました。今後も川に興味を持ちな
がら学習を進めていきます。
❶6/16（火）❷62（55）人 ❸8（5/2/1）
袋 ❺1個

152

ダイエーグループ

旧中川船堀橋周辺中土手
（江戸川区）
／中山大輔

中止

153,154

葛西東渚鳥類園友の会、
えどがわエコセンター
（NPO）

葛西海浜公園東なぎさ
（江戸川区）
／飯田陳也

葛西海浜公園東なぎさは、人
の立ち入りを制限している自
然地で、春と秋の2回クリーン
作戦を実施している。今回は、
この自然地の設計に当初から
関わってこられた元東邦大学
教授の風呂田氏を講師に迎え、
その経過を含めて葛西なぎさ
の説明をいただいた。環境の微妙な違いによって、そこに住む生き物
ががらりと違うことなどの解説があり、参加者はヨシ原と干潟にある
ゴミを拾って自然を守っていくことの大切さを確認した。また、日本
野鳥の会・飯田氏から、クリーン作戦の際の調査を含めて、10余年に
わたって積み重ねてきた自然調査データが、葛西臨海公園にカヌー競
技場を建設しようとしていた東京都を思い留まらせたことなど、継続
的な調査の重要性が説明された。
153）❶4/25（土）❷62（2）人 ❸35（19/5/11）
袋 ❺24個
154）❶11/10（火）❷55人 ❸55（34/4/17）
袋
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155～163 西なぎさ発：東京里海エイド

169,170

葛西海浜公園西なぎさにて定
期的にクリーンアップ活動を
実施しています。季節により
漂着ごみの量や観察できる水
辺の生き物が異なり、漂着ご
みは台風やゲリラ豪雨後に極
端に多いのが特徴です。春か
ら夏にかけては近年コアジサ
シが営巣する様子が確認されています。今後も西なぎさを護る活動に
みなさんと協力し合っていく予定です。また個人参加のみなさまに「感
謝の証明書」を発行しており、地域通貨化へ第一歩を踏み出しています。
155）❶3/21（祝）❷43（8）人 ❸12袋
156）❶4/18（土）❷35（6）人 ❸17袋 ❺2個
157）❶5/23（土）❷10（1）人 ❸13袋 ❺5個
158）❶6/20（土）❷69（5）人 ❸16袋
159）❶7/18（土）❷65（11）人 ❸91袋 ❺39個
160）❶8/15（土）❷30（3）人 ❸38袋 ❺75個
161）❶9/19（土）❷29（5）人 ❸47袋 ❺47個
162）❶10/17（土）❷18（2）人 ❸12袋 ❺65個
163）❶11/21（土）❷59（8）人 ❸20袋 ❺13個
❻TOTOグループ、ウォルトディズニーアトラクションズ

えこっくる江東の夏休み講座
「夏の親子で新砂干潟の清掃と
自然観察会」
です。江東区で唯
一の干潟（人口）です。昨年あ
たりからヤマトシジミ、それ
を食するアカエイの穴が出現
してきました。自然の力に感
激。清掃保全に力がはいりま
す。自前のアサリで深川丼を食べたいですね。
169）❶8/1（土）❷60（23）人 ❸25袋
170）❶11/14（土）❷22（6）人 ❸35袋

葛西海浜公園西なぎさ
（江戸川区）／橋爪慶介

164

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

大勢にご参加いただき沢山のゴミを拾うこ
とができました。参加団体の年齢構成等で
清掃箇所を分けたので、昨年より区域を広
げることができました。参加者からは、思
っていた以上にゴミが多く、やはりゴミＮ
ｏ.1のタバコの吸い殻とポリ袋が多いとの
感想でした。又、川岸の漂着ゴミが危険な
ので拾えないことが残念との声もありまし
た。これからも荒川の自然を守るこの地道
な活動を地域や企業の皆様と協力して続け
たいと思います。

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

23,24,66,67,68,84,
107,150,151,167

（NPO）
荒川クリーンエイド・フォーラム
23）、24）笹目橋下流右岸（板橋区）
66）、67）千住新橋上流右岸（足立区）
68）千住新橋周辺右岸（足立区）
84）木根川橋下流左岸（葛飾区）
107）、150）都営新宿線下流左岸（江戸川区）
151）荒川ロックゲート上流（江戸川区）
167）清砂大橋下流右岸（江東区）

23）❶11/28（土）❷25人 ❸44（17/1/26）❹31（12/19/0）袋 ❺24個
24）❶7/18（土）❷7人 ❸17（8/1/8）袋 ❹8（2/6/0）袋 ❺8個
66）❶6/28（日）❷9人 ❸30（17/0/13）袋 ❹12（4/8/0）袋 ❺6個
67）❶3/28（土）❷11人 ❸36（24/4/8）袋 ❹8（5/3/0）袋 ❺17個
68）❶8/29（土）❷38（12）人 ❸40（22/4/14）袋 ❹13（5/8/0）袋
❺21個
84）❶2/21（土）❷17人 ❸51（22/8/21）袋 ❺16個
107）❶5/17（日）❷12人 ❸37（18/4/15）袋 ❺10個
150）❶1/24（土）❷21人 ❸19（12/3/4）袋 ❺10個
151）❶9/19（土）❷14（4）人 ❸17（9/3/5）袋 ❺10個
167）❶12/19（土）❷12人 ❸18（13/2/3）袋 ❹1（0/1/0）袋 ❺17個

環境教育の推進
知って、学んで、楽しんで
川は、子どもにとっても、大人にとっても学びの宝庫。
子どもたちの環境学習、新入社員研修の支援を通して、
ゴミの出ない循環型の社会、自然とともに生きる社会のあり方を考えます。
次世代とともに、荒川をフィールドとした学びを推進しています。

❶10/31（土）❷63（14）人 ❸30（16/10/4）袋 ❹3（1/1/1）袋 ❺3個
❻江東楓の会、江東シルバー共助会、よつ葉乳業（株）東京支店、
ベイエリア・フットボール・クラブ
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りそな銀行 首都圏地域

清砂大橋下流右岸
（江東区）
／遠山浩一

❶11/14（土）雨天中止

市民団体
企業
実施会場名 / キャプテン名
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 ❻参加団体
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学校
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