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（ダボス会議）
で、
今後相当な対策が取られない限り、2050年には海のプラスチックごみの重量は魚の重量を上回るという報告が発表されました。
2018年は国内の企業でもストローをはじめとする使い捨てプラスチックの提供中止、レジ袋有料化の動きも始まりました。
今まさに、一人ひとりがごみ問題と向き合い、自然と共に生きることが求められています。

荒 川 クリーン エイド の 運 営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
荒川クリーンエイド／調べるごみ拾いの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

私たちはその社会の実現に向けて活動しています。

荒川クリーンエイド2018 活動概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

─ 私たちのミッション
（果たす使命）─

荒川のごみの実態2018 ごみの内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

河川ごみホットスポット調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

荒川での活動をモデル事例とし、世の中全体のごみ問題解決につなげる

ごみの定量調査活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
効果／効率的な河川ごみの回収を模索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

荒川クリーンエイド・フォーラムは

源流から河口までクリーンエイドのネットワーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

海域に流入するごみの5 ～8割は陸域由来と言われています。

荒川クリーンエイドの仲間たち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当団体が1994年から培ってきた河川清掃活動等のknow-howとパートナーシップを最大限に活かし、
この社会課題の解決に向け、まい進していきます。

環 境 教 育 の 推 進 ／生 物 多 様 性 の 保 全

ビジョン

■荒川クリーンエイド・フォーラムのビジョン／ミッション／コアバリュー

多くの人に清掃活動の意義を伝える

『ごみ問題と向き合 い
自然とともに生きる社会』

・社会の一員としての責任と自覚を再認識してもらえるような、
心にも頭にも良い社会貢献の場を提供する
・複眼的な視点で物事を捉えられるような機会を提供する

ミッション

・ごみ問題を通して大量消費社会から循環型のライフスタイルを提案する
楽しさとちょっと変なものを創造する

『荒川での活動をモデル事例とし、
世の中全体 の
ごみ問題の解決につなげる』

・多様なセクターと良好なパートナーシップを築き、
ともに社会課題に取り組む
・情熱と強い意志、
そして三方よしの考えをもって、

コアバリュー

『より多くの人へ活動の輪を拡げ、
一緒にごみ問題の解決に向けて
取り組む』

大切にすること

環境保全活動にまい進する

●6つの活動

が呼びかけて行った一斉ごみ拾い、
「荒川クリ

イド・フォーラムを結成し活動を継続し
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中心に、環境教育や生物多様性の保全を
はじめとする様々な領域への活動へ発展しています。

各種メディア等での紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

市民

生物多様性
の保全

4

水質調査

連携・連絡調整

なり、1997年に任意団体荒川クリーンエ

子どもたちへの環境学習支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ごみ削減にむけて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

●セクター・パートナーシップ
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ーンエイド」に端を発します。
この行事に参加した市民団体が中心と
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・活動の輪を広げるため、変化を恐れず、
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連携・連絡調整

自然環境の回復を願い、荒川に集い思いを寄せる人々との交
流の輪を広げ、市民、自治体、企業、学校などの多様なセクタ
ー間のパートナーシップを実現しています。
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メッセージ

マイクロプラスチックの海洋汚染を止めるために

2 0 18

年の主な活 動

2018年も皆さまのおかげで充実した活動をおこなえました。
NPO法人
荒川クリーンエイド・フォーラム
代表理事

高山

プラスチックのリスクについては推測の域はでません。しかし、
リスクが分かってからでは遅いのです。
そもそも、ごみ問題の根本って何なのでしょう……良心の問

亮

題？、ごみを日常的に不法に投棄する人とそれを拾う人との闘
い？、教育の問題？、教育さえしっかりしておけばごみが散乱

2018年の活動も終了し、報告集を

することはない？、システムの問題？、回収さえしっかりすれ

参加者の皆様に配布することができ

ば良い？、ごみは出るものと考え、短い時間で自然に還る材料

そうです。今年もたくさんの皆さま

の開発を？など、様々な問題が複雑に絡み合ってそれを解くの

がごみを拾ってくださいました。ありがとうございました。言

はなかなかの難題です。とは言うものの、当会の活動に参加す

うまでもなく、ごみは拾わなければそのまま海に流れていきま

ることでこれらごみ問題を考えるきっかけになってくれればと。

す。人工系ごみの中でもプラスチック類は紫外線や物理的な刺

そして実際にごみを拾い、この現状を知ってもらえばと、強く

激を受け、時々刻々と微細化していきます。今年の流行語大賞

思います。事実を知ってしまった人の心には責任が生じます。

のノミネートを惜しくも逃した（？）マイクロプラスチックって

その責任は行動に変わり様々な問題が解決するかもしれません。

やつです。目に見えるうちはまだ回収の可能性がありますが、

いや、そうなるといいなあ、と。来年も荒川クリーンエイド・

どんどん微細化してしまえば、プラスチックのスープのできあ

フォーラムをよろしくお願いいたします。

がりです。このスープを飲むのはだれだろう……未だマイクロ

地域と協働で実施する河川の維持管理
国土交通省
荒川下流河川事務所長

期に渡り継続的に続けられています。
本活動は、単にごみを拾うだけではなく、ごみの種類ごとに
数を数えながら拾う
「調べるごみ拾い」
を行い、環境保全意識、

荒川 泰二

水環境への意識の向上を図る先駆的な取り組みを行っています。
このことが、参加した方々の河川ごみに対する意識を大きく変

荒川下流部は、明治43年の大洪水

えていると感じています。その活動は広がりを見せて、年間延

を契機に、いまから約90年前に完成

べ 1万 2千人もの方々が活動に参加されております。本活動に携

した人工の河川です。その間、昭和

わる多くの皆様へ深く感謝と御礼を申し上げます。

22年カスリーン台風など幾多の洪水を経験して、現在では洪水
の被害からまちを守るだけではなく、大都市における貴重なオ
ープンスペースとして、多くの方々の憩いの場所となっており、
また動植物の生息・生育の場となっています。

国、自治体、地域の方々の協働 で、
継続した維持管理が不可欠

一方、昨年は平成 30年7月豪雨により、西日本を中心に大き
な洪水被害が発生しました。毎年のように日本の各地で水害が
発生しており、ここ荒川でも、いつ大規模な水害が起こるか分
かりません。そのため荒川下流河川事務所では、必要な堤防断
面を満たしていない区間の堤防のかさ上げや拡幅、洪水を安全
に流下させるためのJR東北本線荒川橋梁部周辺対策や京成本線

り、荒川下流域の皆様が安心して暮らせるよう、自然環境、社

荒川橋梁架替事業、及び想定を超える大規模な洪水に対しても

会環境との調和を図りながら河川を管理することが、行政とし

堤防が決壊しない幅の広い高規格堤防の整備などのハード対策

そのような中、特に河川ごみ問題は、支川等から流れ着くご
みや不法投棄などがあり、継続して取り組んで行かなければな
らないとても大きな課題です。これら課題を解決するには、国、

や、台風による風水害に備えたタイムライン
（事前防災行動計画）
の運用などソフト対策にも力を入れ、自治体等と連携・協働し、水

いくことが不可欠と考えています。

来のため、ますます安全・安心で潤いのある荒川を目指し、取
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17（土）［講演］
18（日）［開催］

10
11
12

荒川クリーンエイド2017報告・2018連絡会
サイボウズ親子で体験！新しい授業

荒川クリーンエイド 2017 報告・2018 連絡会

第 20回荒川あちこちクリーンエイド
共催（一社）
グッドチャリズム宣言プロジェクト

24（土）［開催］

第 21回荒川あちこちクリーンエイド

月

22（日）［講演］
22（日）［開催］

あきしま環境緑花フェスティバル

月

11（金）［開催］
15（火）［開催］

第 6回兼廣先生のプラスチック学習会

月

2（土）［出展］
3（日）［開催］

月

荒川クリーンエイド体験会
兼廣先生のプラスチック学習会シリーズ

荒川クリーンエイド・フォーラム定期総会
江戸川区 環境フェア
第 10回大学対校！ゴミ拾い甲子園

13（金）［開催］ 第 7回兼廣先生のプラスチック学習会
16（祝）［開催］ TOYOTA SOCIAL FES !!
海ごみ問題シンポジウム

月

23（木）［講演］
26（土）［開催］
7（金）［講演］

月

あだち区民大学
「楽学の会」
荒川クリーンエイド体験・説明会
グローバル･コンパクト･ネットワーク･ジャパン
［環境経営分科会］
（講演）

22（土）［開催］
29（土）［開催］

第 22回荒川あちこちクリーンエイド
海ごみ問題シンポジウム
荒川クリーンエイド体験・説明会

月

8（祝）［開催］ 荒川クリーンエイド体験会
28（日）［開催］ TOYOTA SOCIAL FES!!

月

3（祝）［開催］ SAVE JAPANプロジェクト
3（祝）［開催］ ふるさと清掃運動会
9（金）［講演］ フジテレビジョンCSR報告会

月

8（土）［開催］ SAVE JAPAN プロジェクト
9（日）［開催］ 第 11回大学対校！ゴミ拾い甲子園

TOYOTA SOCIAL FES!!

今年は平成最後の年であると同時に、新たな時代の幕開けに
なります。そうした節目の年に際しまして、皆様の輝かしい未

が主体となった取り組みとして、平成6 年から25年間という長

9

月

第 5回兼廣先生のプラスチック学習会

防災意識社会の再構築、地域防災力の向上に取り組んでいます。

自治体、地域の方々の協働により、継続して維持管理を行って
この荒川クリーンエイド活動は、行政ではなく、地域の方々

4
5
6
7
8

2（金）［開催］
9（金）［開催］

ハードとソフト の防災対策

この身近で貴重な荒川において、首都圏を洪水の被害から守

て取り組んでいかなければならない使命です。

2
3

月

り組んでいきたいと思いますので、引き続き皆様のご支援・ご
協力をお願いいたします。

青色文字は荒川クリーンエイド･フォーラムの主催イベント
※荒川あちこちクリーンエイドを3/24
（土）
、9/22
（土）
に実施
※定量ごみ調査を2月、5月、8月、11月に実施

SAVE JAPAN プロジェクト
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荒 川 クリーン エイド の 運 営

荒川で ちょっといいこと ごみ拾い

荒 川 クリ ーン エイド／ 調 べ る ご み 拾 い の 概 要
■
“クリーンエイド”って？
クリーンエイドは、Clean
（きれいにする）＋

の造語です。
Aid
（助ける）

ごみを拾って、自然を助ける（豊かにする）活動をクリーンエイドと呼んでいます。
■
「調べるごみ拾い」
で一歩進んだごみ拾いに
荒川クリーンエイド・フォーラムでは、調べるごみ拾いを推奨しています。
この活動では2つの効果を目指しています。
①
［ごみ削減の意識向上］参加者がごみについて考え、ごみを減らす行動を促進する
②
［河川ごみの実態調査］ごみの傾向を数字化し、河川ごみ問題を社会へ発信する

©2017 きーち

（ICC（P35参照）調査の一端も担っています。）

荒川クリーンエイド・フォーラム
公式萌えキャラ : 跳尾 はぜ子

■活動の流れ
活動は各実施主体が運営します。調べるごみ拾いは「川ごみ調査カード」を使用して実施します。
●川ごみ調査カード

１

開会・説明

３

ふりかえり・閉会

調べるごみ拾いの実施方法、
注意事項などを説明する。

「川ごみ調査カード」
の裏面を活用し、
参加者同士で感想を出し合い、
「ごみを減らすにはどうすれば良いか」
などを
考える。

２

ごみ拾い・ごみ調査

４

ごみ集積・自治体報告

「川ごみ調査カード」
を使用し、5〜6人のグループで
拾ったごみの種類や数を記録しながら回収する。

※本カードは、国際海岸クリーンナップ
（ICC）
キャンペー
ンに準拠した「河川用ICCデータカード」
です。

国土交通省、沿川自治体へ報告し、
拾ったごみを回収してもらう。

■活動の成果
約1時間の活動で環境保全に大きく貢献することができます。

Before

After
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●企業

源 流 か ら 河 口 ま で クリ ーン エイド の ネット ワ ー ク
荒川クリーンエイドは、2018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。

●学校

●市民団体
（NPO）秩父の環境を考える会

専修大学 神原ゼミ

秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）

（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム

（NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会

ふるさと清掃運動会 実行委員会

鴻巣の環境を考える会

（一社）グッドチャリズム宣言 プロジェクト

NTT東日本 埼玉事業部グループ

ジブラルタ生命保険（株）

RockCorps supported by JT

BNPパリバグループ

Limited,Japan branch

実行委員会

アレクシオンファーマ
（同）

White & Case LLP /

日本工営
（株）

リコージャパン（株）

大日精化工業
（株）

東京新聞

（株）ユーニック

TOYOTA SOCIAL FES !! 事務局

（株）シマンテック

都立桐ヶ丘高等学校

豪田ヨシオ部（
（株）
クリエイティブPR）

葛飾区立中川中学校

東レグループ

Point72 Asia（North Asia）

White & Case Law Offices

（一財）
アールビーズスポーツ財団

松山油脂
（株）

葛飾区立小松南小学校

ビザ・ワールドワイド・ジャパン（株）

バリオセキュア
（株）

塩化ビニリデン衛生協議会

江戸川区立大杉小学校

足立成和信用金庫

非公開

小松川信用金庫

ローソングループ

カシオ計算機
（株）

大谷川クリーン大作戦市民実行委員会

中土手に自然を戻す市民の会

葛飾区立松上小学校

三井住友プライマリー生命保険（株）

黒目川クリーンエイド実行委員会

東京東江戸川ローターアクトクラブ

江戸川区立平井東小学校

六興電気（株）

あさか環境市民会議

JAMBO International Center

江戸川区立平井小学校

日本水産
（株）

DEXTE-K

江戸川区立小松川第二小学校

古河三水会

（株）東京スター銀行

SMBC日興証券
（株）

都立東高等学校

ムーディーズ
（株）

（一社）東京損害保険代理業協会

非公開

埼玉県生態系保護協会戸田・蕨支部
荒川夢クラブ

（NPO）えどがわエコセンター

（NPO）国際ボランティア学生協会IVUSA

小松川平井連合町会
川の手ファンクラブ

北区水辺クラブ

下平井水辺の楽校

大正大学環境サークルsmile

江戸川・生活者ネットワーク

ボーイスカウト東京連盟

Tokyo River Friends

城北地区北第11団

江東エコリーダーの会

日本ケンタッキー・フライド・チキン
（株）
（株）
日立ビルシステム
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ
（株）

楽天銀行
（株）

グローリー（株）

FactSet Pacific Inc.

クリフォードチャンス法律事務所

ジョンソンコントロールズ
（株）

外国法共同事業

アメリカン・エキスプレス・ジャパン（株）

Bloomberg L.P.

合計53団体

82 84
83 85

88

89

92

95

言問橋

駅

島

大

東

96

船

40
94

74

30
75

97

98

江戸川区土木部

荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課

江東区土木部施設保全課

78

西

葛

79

合計8団体

葛飾区都市整備部調整課
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13

駅

園

公

海

臨

京葉線

北区

99
100
101
荒川河口橋

墨田区

清砂大橋

東西線

川口市役所建設部建設管理課

駅

町

砂

南

駅

西

葛

西

葛西橋

●自治体

76
77

江東区

吾妻橋

台東区教育委員会スポーツ振興課

12

93

朝霞市

7

駅

堀

87
91

江戸川区

首都高速
湾岸線

台東区

板橋区

86

90

桜橋

船堀橋

平井
駅

80
81

都営新宿線

69

73
72
71
70 中川

56

旧中川

墨田区

40
64
65
66
67
68

首都高速7号
新小松川橋

60
62
61
63
100

八広
駅

白鬚橋

59

新小
岩駅

57 58

平井大橋

堀切駅

54
53
52 55

総武本線

38
43
41 44
42 45

51
50
49
46

四ツ
木駅

48
46 47

木根川橋
京成押上線

葛飾区

新四ツ木橋

6

四ツ木橋

堀切菖
蒲園駅

39

東武伊勢崎線
千代田線
常磐線
つくば
エクスプレス

扇大橋

荒川区

隅田川

27

北千住駅

34
35
36

37

40
38

26
25

首都高速
号線
京成本線 堀切橋

23

荒川
33

駅
小台
足立 日暮里舎人ライナー

首都高速
中央環状線

北区

28
29
30
31
32

24

綾瀬川
小菅駅

千住新橋

西新井橋

橋駅
扇大

江北橋

鹿浜橋

東久留米市

新大宮
バイパス

21

22
33

駅
赤羽

12

新荒川大橋

9

川口市

12
18 20
19
14
13 15
16
17
新河岸川

駅
渡
舟
間
浮

入間市

足立区

東北本線
京浜東北線

鶴ヶ島市

8

11
10

戸田橋

柳大橋

外環道

駅
川口

1

笹目橋

5
川越市

荒川

幸魂大橋

6

黒目川

中津川

戸田市

入間大橋
大谷川

滝沢ダム

東松山市

さいたま市

武蔵野線
秋ヶ瀬橋

川島町

入間川

滑川町
長瀞町

圏央道
開平橋

市野川

2

駅
園
公
田
戸

4

3

埼京線

4

鴻巣市

羽根倉橋

4

御成橋

3

糠田橋

3

大芦橋

新久下橋

荒川大橋

3

3
3

秩父市

住友生命保険
（相）

合計31団体

熊谷市

高砂橋

バキュームモールド工業（株）

（株）
セイコーファシリティズ

あだちSOLV

熊谷大橋

三井住友フィナンシャルグループ

（株）エックスワン

NTT労組東京グループ連絡会

足立区本木・水辺の会

島村運輸倉庫
（株）

ヒロセグループ

情報労連東京都協議会、

合計9団体

北区水辺の会

（株）
新生銀行

荒 川 クリ ーン エイド の 仲 間 た ち

9

荒川クリーンエイド2018もたくさんの団体 のみなさまにより、荒川とその支流各地 で実施されました。

1

（NPO）
秩父の環境を考える会

影森グランド下河原
（秩父市）／岩田 泰典

平成29年度は台風で中止。2年ぶ
りだが61名の影森地区住民が参加。
主にサッカーで賑わうグランド直
下の河原故、子ども達の安心安全
のために危険なガラス破片や缶、
瓶類を収集するのが非常に大変。
足掛け13年目となる当調査は、荒
川源流域の自覚と子ども達に清流と安全な環境づくりを心掛ける。地
域住民が一丸となり、粗大ごみ・危険物・燃えるごみ等の片付けを通
して、更なる地域住民相互の連帯感が強まったと確信した。
❶10月28日（日）❷61人 ❸15袋（8/6/1）❺20個

2

秩父教育懇話会
（秩父こどもエコクラブ）

5

大谷川クリーン大作戦市民実行委員会

1）
～3）大谷川3会場（鶴ヶ島市）
1）藤金地区／小沼 英二 2） 五味ケ谷地区／滝島 静明
3）太田ヶ谷地区／内野 訓雄

2018年度の大谷川一斉清掃活動は、
例年のように、藤金地区、五味ケ
谷地区、太田ヶ谷地区の市内3 会
場で一斉に行った。今年も3 会場
とも実施することができ、総勢46
名が参加してごみの回収と水路及
び周辺の植生管理作業を行った。
10月に襲来した台風による増水の影響で、各会場ともごみの量が少な
かったようである。3カ所とも水路内と周辺の植生管理作業が主な作業
になってきているようである。
1）❶10月21日（日）❷14人 ❸27袋
2）❶10月21日（日）❷24人 ❸12袋（10/2/0）
3）❶10月21日（日）❷8人 ❸16袋（14/2/0）❺1個

高砂橋上流右岸
（長瀞市）
／新井 秀直

3年前から川原、その付近ともごみ
が少なくなっているので、清掃範囲
を拡大した。また、参加者の拡大
のため、落ち葉拾い、焚き木拾い
も平行して行いました。合わせて、
簡単な歴史、自然観察、落ち葉の
効用、環境との関わりを学習した。
1）❶1月8日（月）❷36（22）人 ❹2袋（1/1/0）❺5個
2）❶7月23日（月）❷31（21）人 ❹2袋（1/1/0）

3

（NPO）
熊谷の環境を考える連絡協議会

熊谷大橋～新久下橋
（熊谷市）／栗原 堯

10月26日
（金）
参加27団体との事前
準備会を開催。昨今、廃プラスチ
ック問題が取り上げられているこ
とからペットボトルの数を調べる
こととした。結果、698本と想像
を超える数となった。約16.7kgご
み拾い当日は従来通り集積箇所を
9カ所設け、美化センターからパッカー車3台でごみ回収に当たった。
❶11月25日（日）❷857（182）
❸燃やすごみ313.3kg/燃やさないごみ175㎏ /ペットボトル16.7㎏
❺粗大ごみ280㎏

4

鴻巣の環境を考える会

1）～3）鴻巣市河川敷3会場（鴻巣市）／川島 秀男

11月23日
（勤労感謝の日）
、荒川中
流域の糠田橋左岸においての参加
者は29名でした。リコージャパン
株式会社23名、代表の増田様には
大変お世話になりました。昌平中
学校2年生の後藤君の参加もありま
した。不燃ごみ（ペットボトル、空
き缶など）
は40袋分、可燃ごみ（タバコの吸い殻や紙くずなど）
は15袋、
小型家電
（炊飯器・フライパン等）
3個ほど回収しました。さらに大芦橋
会場では参加者5名で不燃ごみ5袋分を回収しました。
1）大芦橋下流左岸 ❶11月23日（金）❷5人 ❸5袋（0/5/0）❺2個
❻ふきあげ環境フォーラム
2）御成橋下流左岸 ❶11月23日（金）中止
3）糖田橋下流左岸 ❶11月23日（金）❷29（4）人 ❸42袋（12/30/0）
❺ 3個
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6

NTT 東日本 埼玉事業部グループ

秋ヶ瀬公園（さいたま市）／石塚 菜穂美

今年度で22年目の活動になり
ます。朝のうち小雨が降って
いたため、予定より参加者が
減ってしまいましたが、NTT
東日本埼玉グループ各 社の
社員、OBが集まり、コミュニ
ケーションを図りつつ楽しく活動することができました。参加者の環
境保全に対する意識も深まったと思います。今後も、生態系保全活動
の推進や事業活動を通じて、環境保全に取り組んでいきたいと思います。
❶10月27日（土）❷40人 ❸9袋（7/1/1）❹2袋（1/1/0）❺2個

13 （NPO）国際ボランティア学生協会 IVUSA

埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部、
戸田市道路河川課、荒川夢クラブ

JR東北本線上流右岸～新荒川大橋上流右岸
（北区）
／室井 彩音

戸田橋周辺左岸
（戸田市）
／石本 誠

今回、参加人数は減少しましたが、
クリーンエイドを実施する前に実
際のごみの現状、将来おこりうる
現象、生きものへの影響などを話
すことでごみを拾い、母なる海を
汚さない少しでも海ごみをなくす
事を意識して拾ってもらいました。
ごみを拾うだけではなく調査することの大切さを知ってもらったので
参加者が熱心にごみを拾ってくれました。
❶11月17日（土）❷43（21）人 ❸16袋（7/2/7）❹11袋（3/7/1）❺11個
❻戸田市道路河川課、荒川夢クラブ

IVUSAでは毎年荒川を清掃させてい
ただいています。今年も晴天のなか
で楽しみながら活動を行うことができ
ました。大きなごみはあまりありません
でしたが、タバコや菓子袋等の小さ
なごみはまだまだありました。大勢の
大学生が清掃する姿を見せることで、
不法投棄をする人がいなくなって小さなごみもなくなるといいなと思います。
❶4月29日（日）❷80人 ❸3袋（1/1/1）❹3袋
（1/1/1）❺2個

14

北区水辺の会

北区・子どもの水辺
（北区）
／太田桐 正吾

10

川口市役所建設部建設管理課

荒川運動公園〜三領水門
（川口市）
／本澤 正之

今年は秋晴れの中清掃活動ができ
ました。多くの方にご参加いただ
き昨年よりもたくさんのごみを回
収できました。タバコの吸殻、空
き缶など小さなごみがまだまだあ
るようでした。今後もこの活動を
通じ、参加いただいた皆様が荒川
に親しみをもってもらえるようになるとよいと思いました。
❶10月21日（日）❷91（54）人 ❸5袋（3/1/1）❹3袋（1/1/1）

11

荒川夢クラブ

荒川運動公園釣堀池周辺
（川口市）
／林 美恵子

❶4月15日（日）中止

12

RockCorps supported by JT 実行委員会、
（株）
サニーサイドアップ、RockCorps,LLC、

「北区・子どもの水辺」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。ハート形のワンドと長方
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
出来るようにサポートしています。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。
❶1月20日（土）❷6人 ❸7袋
❶2月17日（土）❷8人 ❸16袋 ❺1個
❶3月17日（土）❷8人 ❸13袋
❶ 4月21日（土）❷6人 ❸7袋
❶5月19日（土）❷6人 ❸9袋（4/3/2）
❶6月16日（土）中止
❶7月21日（土）❷9人 ❸7袋
❶8月18日（土）❷13人 ❸9袋
❶9月15日（土）中止
❶10月20日（土）❷7人 ❸7袋
❶11月17日（土）❷9人 ❸11袋
❶12月22日（土）❷6人 ❸9袋

TOKYO FM

7

黒目川クリーンエイド実行委員会、
東久留米少年野球連盟

1）
戸田橋周辺右岸
（板橋区）
2）
荒川知水資料館周辺
3）
千住新橋下流左岸
（足立区）
4）
小松川橋下流右岸
（江戸川区）
5）
都営新宿線下流左岸
（江戸川区）

黒目川・新小金井街道周辺（東久留米市）／菅谷 輝美

クリーンエイドのキャッチコピー
「拾って変える」で、当日に散乱ごみ
が減少している事を期待し少年野
球チームと市内高校生達と市民と
で実施いたしました。今年度の調
査結果は前年のベスト10の2,238
個に対し6,337個と3倍近くに増
加していました。クリーンエイド調査区間の変更はしていません。9
月末と10月初旬の台風で街の生活ごみが川へ集まった現象か？ 街の
生活ごみとの関連を知りたいと感じました。
❶10月21日（日）❷489（269）人 ❸42袋 ❹92袋
❻東久留米湧水ライオンズクラブ、警視庁田無警察署生活安全課、
東京都立久留米西高等学校、東京都都立東久留米総合高等学校

8

1）❶5月13日（日）❷ 6人 ❸8袋（4/1/3）❹3袋（1/2/0）
❶8月19日（日）❷16人 ❸11袋（7/1/3）❹3袋（2/1/0）❺8個
2）❶5月27日（日）中止 ❶7月28日（土）中止
3）❶7月14日（土）❷13人 ❸10袋（5/0/5）❹4袋（2/2/0）❺2個
4）❶6月10日（日）❷11人 ❸8袋（4/1/3）❹2袋（1/1/0）❺2個
5）❶4月28日（土）中止
❶6月24日（日）❷20人 ❸10袋（7/1/2）❹3袋（1/2/0）❺4個
❶8月25日（土）❷27人 ❸28袋（22/0/6）❹6袋（3/3/0）

15

北区水辺クラブ

北区・子どもの水辺
（北区）
／清水 孝彰

当会は、北区・子どもの水辺
（新荒
川大橋上流右岸）
で、自然観察や調
査などを通して、豊かな水辺環境
を育てる活動をしています。河川
や水害に関する歴史の顕彰活動、
災害ボランティア活動にも協力し
ています。当日は
「夏体験ボランテ
ィア」
のプログラムの一環として、中学生～社会人の一般参加者6名と
当会スタッフとで、猛暑の中、1時間ほどごみ拾いと計数を行いました。
❶8月4日（土）❷6（3）人 ❸2袋（1/0/1）❺1個

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

❶10月21日（日）

市民団体
企業

自治体
学校

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大ごみ袋数
（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ごみ袋数（びん/缶/電池）❺粗大ごみ数 ❻参加団体
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21

大正大学 環境サークルsmile

北区・子どもの水辺（北区）／高橋 美咲

私たちの団体は5年前に発足し、
現在は月1回の頻度で活動してい
ます。今回の活動を通して、都市
の環境問題がどれほど深刻なもの
かが分かりました。今後も活動す
る中で環境問題に関する理解を深
め、部員みんなで解決できるよう
努力していきます。
❶5月13日（日）❷10人 ❸3袋（1/1/1）❹2袋（1/1/0）❺2個
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大日精化工業
（株）

熊の木ポンプ場樋菅周辺（足立区）／久保杉 俊博

東京都立桐ヶ丘高等学校

北区・子どもの水辺（北区）／富樫 孝介

当事業所は環境方針に「荒川水域
の環境保全」
を掲げており当活動を
通じてその意識を高めようという
ことで2回目の実施になります。清
掃活動を行った場所は事業所の目
の前の場所であり、従業員によっ
ては昼休みに散歩をしたり、通勤
時に自転車で通ったりする場所になります。短時間の清掃活動でした
が、普段見ているときに感じている以上にごみがあり驚きました。今
後も環境保全の一助として活動させていただきます。
❶11月26日（月）❷25人 ❸6袋（4/1/1）❹2袋（1/1/0）

22

❶11月6日（火）中止

足立区本木・水辺の会

扇大橋下流左岸（足立区）／三井 元子

18

日本工営（株）

新荒川大橋下流右岸
（北区）
／九石 朋絵

5月12日（土）東京都北区の岩淵水
門周辺で荒川クリーンエイドを実
施しました。拾ったごみの中には
BBQセットや自転車等の粗大ごみ
も含まれており、環境意識が世に
浸透している現代においてもマナ
ーがない人がいることを痛感しま
した。子どもの参加者も6人と多く、学習の一環となったことを願います。
❶5月12日（土）❷37（6）人 ❸13袋（5/5/3）❹4袋（1/3/0）❺2個
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23 豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）

北区

西新井橋下流左岸（足立区）／畑中 勇二

新荒川大橋下流右岸
（北区）
／町田 岳

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クリー
ンエイドを実施しています。まだ
まだたくさんのごみが捨てられて
いる現状ではありますが、参加者
の方からは年々ごみが減っている
といった声も聞くことができ、こ
うした取組みの意義を感じることができました。
❶10月28日
（日）❷205（20）人 ❸112袋（45/45/22）❹33袋（11/22/0）
❺47個

20

ボーイスカウト東京連盟 城北地区北第 11団

岩淵水門周辺右岸（北区）
／長坂 養一

ごみを拾う人は素晴らしい人だと
言う人あり。ボーイスカウトは、
もう一段高い目的でこのクリーン
エイドに奉仕しております。それ
は、誰が捨てたかわからないごみ
を拾うことを喜んでやっている者
は少ないですから、このいやな事
を体験してもらい、このいやな事をやらなくても済むよう、
「ごみを拾
う人から、ごみを捨てない人に」を目標として活動しています。
❶9月23日（日）❷7 7（26）人 ❸7袋（4/2/1）❹3袋（1/2/0）❺10個
❻城北信用金庫、ボーイスカウト東京連盟城北地区豊島7団
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大ごみ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ごみ袋数（びん/缶/電池）❺粗大ごみ数 ❻参加団体
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秋の荒川クリーンエイドは晴天に
恵まれ開催されました。
今回は、企業等よりの参加はなく、
個人参加者のみでしたが、ごみ環
境についてのミニ講座も含め、ご
み拾いに対する関心を深めて頂け
ました。特に子どもさん2名
（小学
2年・3年各1名）は、ごみの分別に特に興味を示して、質問も出るなど、
意義のある行事となりました。
1）❶6月16日（土）中止
2）❶11/10（土）❷12（2）人 ❸12袋（10/0/2）❹3袋（1/1/1）❺1個

自治体
学校

豪田ヨシオ部は、これまで39大学、
1400人以上の学生が参加したイベ
ント『大学対校！ゴミ拾い甲子園』
を夏と冬に荒川河川敷で開催して
います。今年の夏は、過去最多の
26大学244名が参加。開催する度
にスケールアップし、大学生から
も大人気のイベントとなっております。
実際に荒川の河川ごみを拾うことは、海洋ごみを減らすことにもつ
ながり、SDGsの14番「海の豊かさを守ろう」にも当てはまると考えて
おります。昨今、社会課題としてより注目が高まっている
「マイクロプ
ラスチック」
問題を考え、大学生が少しでも
「海を守る」
活動の手助けを
する…それが『大学対校！ゴミ拾い甲子園』の使命でもあります。
ここまで成長できたのも、荒川クリーンエイドの皆様のご協力があ
ってこそ。誠に感謝しております。これからも荒川の自然を守りなが
ら当イベントを盛り上げてまいります。
1）❶6月3日
（日）❷244人 ❸133袋
（97/1/35）❹63袋
（27/36/0）❺42個
2）❶12月9日
（日）❷117人 ❸87袋
（65/2/20）❹24袋
（7/17/0）❺38個

24

25 ビザ・ワールドワイド・ジャパン（株）

29

弊社はHands On Tokyoへの支援
を通じたCSR活動の一環として、
荒川河川敷でのクリーンエイドを
行いました。今年で2 回目となり
ますが当日は11名の社員が参加さ
せていただきました。ボランティ
ア活動を通じ、多くのごみを回収・
分別することにより環境問題を身近に感じ、また通常の業務とは違っ
た達成感を得られたことに喜びを感じています。これからも、継続的
に参加し、社会貢献とコミュニティへのサポートを続けていくことが
できれば幸いです。
❶10月19日（金）❷11人 ❸41袋（20/1/20）❹13袋（6/7/0）❺13個

これまでは会社周辺でごみ拾いを
行っていましたが、別の場所で清
掃を行ってみたいと考え色々調べ
た結果、荒川クリーンエイドさん
のホームページを見つけました。
初めての会場、天気が雨予報と様
々な不安がありましたが、当日は
見事に晴天。また、ごみがたくさん落ちていたこともあり、参加者は
開始から終了まで夢中で拾っており、
「やりがいがあった」
という声も
たくさん上がりました。これだけ清掃してもすぐにごみがたまってし
まうため、日常生活からごみの分別やポイ捨てを行わないことを心が
けていきたいと思います。
❶11月17日（土）❷54（4）人 ❸50袋
（33/1/16）❹20袋
（7/13/0）
❺11個

千住新橋下流左岸
（足立区）
／伊藤 瑠美
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足立成和信用金庫

千住新橋下流左岸
（足立区）
／石塚 誠

❶9月8日（土）❷50人 ❸5袋（2/2/1）

六興電気（株）

江北橋下流右岸
（足立区）
／下田 紀恵

30 日本水産（株）

江北橋下流右岸
（足立区）
／畝尾 規子、川中子 誠、高品 美穂

27

あだちSOLV

東武スカイツリーライン周辺左岸
（足立区）
／金谷 友依

私たちあだちSOLVは、
「心をきれい
に、行いをきれいに、街をきれい
に」というコンセプトを掲げ、足立
区の社会問題の解決に役に立ちた
いという思いから今年7月に立ち
上げた地域密着のボランティア団
体です。今回は、2008年にエス
トニアで始まったWorld Cleanup Dayという清掃活動が日本で初めて
開催するということで、足立区での開催地の主催団体として参加しま
した。当日は約50名で小菅駅周辺の清掃活動を実施し、約30袋のご
みを拾いました。
1）❶9月15日（土）❷52（3）人 ❸30袋（20/2/8）❹7袋（2/5/0）❺4個
2）❶12月22日（土）❷23人 ❸26袋（13/5/8）❺1個
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三井住友海上プライマリー生命保険（株）

江北橋下流右岸
（足立区）
／長井 晴香

弊社では2009年より年に1回、社
員とその家族の任意参加で荒川の
ごみ拾いを実施しています。昨年
より外来種除去作業にも取り組ん
でいます。拾い始めると川辺には
沢山のごみがあり、結果ごみ袋36
袋分にもなりました。環境への影
響を学びながら実施出来て良かったと思います。一方で河川敷に棲む
生き物を実際に見せていただき、自然の豊かさを感じることもできま
した。今後も、微力ながら清掃活動を継続していきたいと思います。
❶11月3日（土）❷54（13）人 ❸20袋（7/4/9）❹16袋（7/9/0）❺9個

川を守ることは海を守ること。海
の恵みを受けて事業を行っている
ニッスイグループは、昨年に引き
続き5月に2日間の新入社員研修、
9月に荒川の環境学習を開催。5
月の活動では、新入社員が座学と
フィールドワークで河川/海洋ご
み問題について学び、目の前のご
みの量に驚き、チームで協力して
ごみを拾い集めました。9月の活
動は残念ながら雨天のため野外で
の活動はできませんでしたが、マ
イクロプラスチックを実際に触わ
り、VR（仮想現実）で荒川の現状
を体感。ごみの種類別に環境に与
える影響度を知り、参加者一人ひ
とりが自分ごととして考えました。
荒川に生息するトビハゼやカニを
観察し、環境を守ることの大切さ
を考えさせられる1日となりました。
1）❶5月1日（火）❷29人 ❸29袋（19/1/9）❹15袋
（8/7/0）❺10個
2）❶5月2日（水）❷26人 ❸29袋（18/0/11）❹12袋
（5/7/0）❺24個
3）❶9月15日（土）中止（室内環境学習のみ実施）

東レ グループ

千住新橋上流左岸（足立区）／金森 麻理子

東レグループでは、参加者はごみ
問題や生物多様性保全について荒
川クリーンエイド・フォーラムか
ら講義をしていただいた後、調べ
るごみ拾いを実施しています。今
回で5回目となる活動も、川でごみ
を拾うことの重要性を一人ひとり
が実感しながら取り組みました。親子で楽しめる自然観察コーナーも
好評です。
❶10月13日
（土）❷24
（2）
人 ❸33袋
（19/1/13）❹11袋
（3/8/0）❺13個
©Tsutomu Kakinuma
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古河三水会

江北橋下流右岸
（足立区）
／川崎 陽二

36

日本ケンタッキー・フライド・チキン（株）

西新井橋上流右岸（足立区）／茂呂 明子

参加させて頂いたメンバーは、別
々の会社に勤め、年齢も異なりま
すが、全員が気持ちを解放し、心
からこの活動を楽しんでいた様子
が印象として残っています。活動
における役割を自ら決め、徐々に
一体感が生まれたひと時は、とて
も心地の良いものでした。野外かつ地球環境保護のための活動である
ことがそうさせたのかも知れません。
❶4月27日（金）❷9人 ❸31袋（19/2/10）❹24袋（6/18/0）❺17個

2008年から継続して実施している
「荒川クリーンエイド」活動では、
本社・店舗の従業員、一般参加の
方が一緒になり、清掃活動に取り
組んでいます。チームでごみを拾
い、ごみの種類の傾向などを話し
ながらごみの数を集計しました。
便利な物も捨て方次第で困ったごみになることの気づきにつながる機
会になりました。
❶11月21日
（水）❷12人 ❸18袋
（8/2/8）❹5袋
（3/2/0）
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37

ムーディーズ（株）

江北橋下流右岸
（足立区）
／セメトコ 真理子

台東区教育委員会スポーツ振興課

千住新橋上流右岸（足立区）
／沖野 彩香

弊社CSR活動の一環として今回ハ
ンズオン東京と一緒に荒川クリー
ニング活動に参加することによっ
て、体を動かしながらも、資源問
題・生態環境について、知識を得
ることができました。荒川周辺に
捨てられているごみをみんなで拾
い、楽しみながら社員間の交流もできる大変貴重な体験でした。
❶10月26日（金）❷12人 ❸40袋（29/2/9）❹13袋（4/9/0）❺9個
❻（NPO）ハンズオン東京

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。何気なく利
用していた運動場をよく見るとご
みが散乱しており、普段運動場と
して利用している中で気づいてい
なかったことを痛感しました。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向上しました。今後は運動場だけでなく道路等
にあるごみも収集し、今回の活動で得た環境意識を活かしていきます。
❶11月4日（日）❷54（46）人 ❸4袋（2/1/1）❺1個
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38（株）日立ビルシステム

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）／町田 美幸

荒川区軟式野球連盟、荒川区軟式
少年野球連盟、荒川区サッカー協
会の協力により、グラウンドとそ
の周辺のごみ拾いを実施しました。
普段はグラウンド内を注視してい
ますが、周囲に目を向け、多くの
ごみがあることに気づきました。
今後、参加者の一人一人がごみを拾うことから環境のことへと意識を
広げてくれることを期待しています。
❶11月11日（日）❷650（600）人 ❸300袋（120/120/60）❺4個
❻荒川区軟式野球連盟、荒川区軟式少年野球連盟、
荒川区サッカー協会

34

情報労連東京都協議会、
NTT労働組合東京グループ連絡会

扇大橋下流右岸
（足立区）
／目黒 稔

❶ 5月19日（土）中止 ❻電通共済生協

35（株）セイコーファシリティズ
扇大橋下流右岸
（足立区）
／長谷川 元美

今年で4回目の環境美化活動として
社員とその家族ら50名で実施しま
した。今回のテーマはプラスチッ
クごみの行方を意識をもって活動
致しました。川辺ギリギリまで行
き様々なごみを拾うことが出来ま
した。我々が日常的に使用してい
るボールペン・ペットボトル・コンビニのレジ袋などが大半を占め一
人一人の意識の持ち方でごみは減らせると実感しました。当社として
は今後も活動を続け参加者が環境に対する意識を持つ事が大切だと痛
感致しました。毎年参加人数を増やして行きます。
❶10月20日
（土）❷50
（14）
人 ❸75袋
（54/7/14）❹20袋
（10/10/0）
❺18個
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40（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム

1）
千住新橋周辺右岸
（足立区）
、2）
京成押上線下流右岸
（墨田区）
、
3）
船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／高山 亮

今年度も荒川クリーンエイド・フォ
ーラム事務局員は60回以上のク
リーンエイド活動を運営・サポー
トしました。
（主催回数は例年に比
べると少なかったです）。今年の
後半にはあらくりくん号も爆誕しま
した！来年もたくさんの皆さんと
荒川でお会いできることを楽しみにしています。
1）❶3月24日
（土）❷43
（4）
人 ❸28袋
（18/2/8 ）❹10袋
（4/6/0）❺16個
❶8月26日
（日）❷52人 ❸43袋（39/1/3 ）❹5袋（2/3/0）❺15個
※荒川クリーンエイド体験会・説明会として開催
2）❶11月3日
（土）❷114
（14）
人 ❸135袋
（66/7/62）❹70
（44/26/0）
袋
❺28個 ❻（公社）日本環境教育フォーラム
❶12月8日
（土）❷34（4）人 ❸75袋（49/9/17）❺36個
❻（公社）
日本環境教育フォーラム
※2）はSAVE JAPAN プロジェクトとして開催
3）❶9月22日
（土）❷14
（1）
人 ❸16袋
（11/1/4）❹4袋
（1/13/0）❺10個

41

2月の実施は寒さが懸念されました
が、当日は天候に恵まれ、快晴の
もと精力的に清掃活動を行うこと
ができました。また、環境教室も
家族連れの参加者に大変好評でし
た。計画より多方面にご協力いた
だきましたこと、心より御礼申し

1）
～3）千住新橋上流右岸、4）千代田線下流右岸（足立区）
／山相 孝史

今年度も新入社員教育の一環とし
て、荒川クリーンエイドを実施し
ました。社会貢献活動を身をもっ
て体験することにより、環境問題
について考えるよいきっかけとなり
ました。環境活動に対する意識を
高めることができ満足しています。
1）❶4月10日
（火）❷126人 ❸90袋
（49/3/38）❹26袋
（8/18/0）❺28個
2）❶4月11日
（水）❷115人 ❸67袋
（41/2/24）❹27袋
（10/17/0）❺44個
3）❶4月12日
（木）❷104人 ❸43袋
（27/4/12）❹18袋
（6/12/0）❺35個
4）❶4月13日
（金）❷94人 ❸93袋
（56/5/32）❹38袋
（11/27/0）❺43個
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専修大学 神原ゼミ

千住新橋周辺右岸（足立区）／福崎 匡哉

今回、スポーツGOMI拾いという競
技の布教として、荒川にて開催致
しました。運営メンバー同士でも
「ボランティア活動にも楽しさ、熱
意を持たせるための目標を持たせ
ること」が、さらなる発展に繋がる
と同じ考えを持ち今回の大会の準
備を行いました。今大会では多くの年代から参加があり、小学生から
60代の方と同じ目標を持ちごみ拾いを行うことができました。ボラン
ティア経験も少なく、環境の実態等も無知であった私を、このイベン
トがボランティア意識だけでなく、環境への意識までも変えさせたと
いうことが主催した中で最も興味深い記憶となりました。
❶9月9日（日）❷33（3）人 ❸11袋（3/5/3）❹10袋（1/8/1）

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）
／畔上 芳明

上げます。
❶2月24日
（土）❷120
（16）
人 ❸90袋
（60/1/29）❹42袋
（21/21/0）
❺37個
❶11月17日
（土）❷159
（8）
人 ❸137袋
（86/1/50）❹50袋
（23/27/0）
❺20個
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ジブラルタ生命保険
（株）

東武伊勢崎線周辺右岸
（足立区）
／鈴木 克也

ジブラルタ生命では全社で年1回
「インターナショナル・ボランティ
ア・デイ」
を実施しており、その一
環として荒川クリーンエイドに参
加しました。今回の参加は数回目
となりますが、晴天に恵まれ暑い
中での作業となりました。一見き
れいに見える川原でも水際にはペットボトル等多くのごみがあり、生
態系への影響などあらためて環境を意識する一日になりました。
❶10月6日
（土）❷46人 ❸37袋
（15/8/14）❹23袋
（10/13/0）❺1個

43 BNPパリバグループ

堀切橋上流右岸
（足立区）
／大石 絵礼沙

BNPパリバグループは、11月18日
（日）
に荒川のごみ拾いを実施しま
した。野球やサッカーの練習が行
なわれる広い河川敷の奥の土の中
に、大量のごみが埋まっています。
社員と社員の子どもで黙々と拾い、
1時間があっという間に過ぎました。
拾い集めたごみの分別、集計は大変な作業でしたが、これだけ様々な
ごみが落ちているということに驚いたのと同時に、これらが川へ海へ
と流出した際の悪影響について考えさせられました。
❶11月18日
（日）❷17
（4）
人 ❸23袋
（12/1/10）❹12袋
（6/6/0）❺26個

44 アレクシオンファーマ（同）
堀切橋上流右岸
（足立区）
／Ashma Koirala

弊社では、様々な企業の社員ボラ
ンティア様と一緒に清掃活動を実
施させて頂きました。例年、参加
者よりごみの多さに驚いたとコメ
ントを頂きます。荒川のごみ問題
は多くの方々に知ってもらうこと
から始まると考えており、今後と
も継続的に荒川クリーニング活動を通して環境問題に取り組んでいき
たいと思います。
❶9月28日
（金）❷23人 ❸49袋
（29/1/19）❹22袋
（12/10/0）❺24個
❻
（NPO）
ハンズオン東京

45 リコージャパン（株）

堀切橋上流右岸
（足立区）
／鳴島 里美

6月は地 球の環 境
を考えて行動する
「環境月間」
です。
リコージャパンは、
BRITA Japan様に
協賛頂き地域や他
の企業の方々と共に活動しました。社長も参加して皆と一緒に汗をか
きながらごみを拾い、環境教室では河川敷に生えている外来種の植物
や、川に生きる魚や蟹の生態を学びました。最後に環境クイズ大会を
行い、楽しく環境について学びました。今回、ごみがたくさんあった
ので継続した活動の重要性を強く感じました。
❶6月2日
（土）❷57
（7）
人 ❸91袋
（57/1/33）❹43袋
（17/26/0）❺26個

180 Degrees Consulting Japan
180 Degrees Consulting Japanは、コンサルティングを通じて、非営利組織の課題解決に務める
学生団体。彼らのミッションは社会奉仕活動を行う団体の抱える問題に対してイノベーティブで実用
的な解決策を考えることにより、より大きな影響を社会に及ぼすことが出来るようサポートすること。
荒川クリーンエイド・フォーラムも彼らの支援を受け、寄付や学生インターンの獲得に向けた
施策を提案して貰っています。
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46

葛飾区都市整備部調整課

首都高速6号線付近左岸
（葛飾区）／松本 健太郎

葛飾区が行う荒川クリーンエイド
は春と秋の年2回、区広報やホー
ムぺージで参加者を募集していま
す。春のクリーンエイドは、一般
参加者と少年野球チームに参加い
ただき、ごみ拾いと調査を行いま
した。
❶4月22日（日）❷59（55）人 ❸12袋（6/3/3）❺3個
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東京新聞TOYOTA SOCIAL FES!! 事務局

1）堀切水辺公園周辺
（葛飾区）、2）船堀橋周辺右岸）／黒田 剛史

海洋汚染が世界的な問題になるなか、荒川に
流れ着くプラスチックごみはとても多く、東
京湾に流れ出るごみを少しでも減らさなくて
はなりません。TOYOTA SOCIAL FES ! !では、
夏と秋の2回、荒川河川敷で清掃活動を行いま
した。活動を通じて、多くの参加者が疑問に
思ったことは、
「このごみはどこから来たの？」。
荒川のごみの多くは、そこで捨てられたもの
でなく、上流や支流、街で捨てられ、雨風な
どで川に入り流れ着いたもの。2回の活動で集
まったごみ袋は、約180袋。環境がきれいに
なるのは、誰にとっても嬉しいこと。それは、清掃後の参加者の笑顔
が物語っていました。
1）❶10月28日
（日）❷81
（10）
人 ❸60袋
（38/8/14）❺51個
2）❶7月16日
（月）❷100
（15）
人 ❸96袋
（81/0/15）❹19袋
（4/15/0）
❺10個
（4/15/0）

48（一財）アールビーズスポーツ財団

1）堀切水辺公園周辺
（葛飾区）、2）船堀橋上流右岸（江戸川区）／廣沢 友里絵

2018年10月13日
（土）
に開催され
ました東京30K秋大会にて荒川ク
リーンエイド活動を実施いたしま
した。アールビーズスポーツ財団
では、毎年1月と10月に荒川河川
敷にて清掃活動を行っております。
今回は4名にご参加いただきました。
ご参加頂きましたみなさん、ありがとうございました。次回は、2019
年1月に東京30K 冬大会の会場周辺にて行います。ぜひ、みなさまの
ご参加をお待ちしております。
1）❶10月13日
（土）❷4人 ❸3袋
（1/1/1）
2）❶1月27日
（土）❷12人 ❸6袋
（2/2/2）

49

バリオセキュア
（株）

四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
／宮原 芙佳

バリオセキュアは2001年の創業以
来、自社開発したUTM機器で様々
な企業のインターネットセキュリ
ティを守り続けています。新入社
員研修の一環として、荒川クリー
ンエイドは2017年より継続して行
っています。参加者から「ごみを捨
てるのは簡単だが、ごみをなくすのは大変かつ途方もない労力がかか
ることを実感した」
との感想が寄せられました。ごみ問題解決プランを
作成するワークショップでは白熱した議論が展開されました。バリオ
セキュアでは今後も、荒川クリーンエイドを継続して参ります。
❶6月4日
（月）❷8人 ❸20袋
（13/3/4）❺5個
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非公開

四ツ木橋下流左岸（葛飾区）

葛飾区立中川中学校、葛飾区都市整備部調整課

新四ツ木橋周辺左岸（葛飾区）／目々澤 幸雄、松本 健太郎

全校生徒参加をしています。この
「荒川クリーンエイド」
の
「地域に生き
る教育」
を実践し、勤労の精神、奉仕の精神を培います。本校では、
「荒
川クリーンエイド」
の他、様々な地域ボランティア活動に積極的に取り
組んでいます。今回も、生徒は約2時間、河川敷の環境美化のために、
一生懸命にごみ拾いに汗を流しました。
❶10月13日
（土）❷205
（25）
人 ❸97袋
（33/34/30）❹5袋
（2/3/0）
❺2個
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ローソングループ

木根川橋下流左岸（葛飾区）／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
ていただいています。今年で22回
目の実施となりました。当日は、
フランチャイズ加盟店オーナーを
はじめ、ローソングループ各社の
社員や家族、お取引先さまなど総
勢73名が参加し、さわやかな汗を流しました。約60分の活動で42袋
のごみと粗大ごみ9個を回収しました。今後もローソングループで継
続して実施いたします。
❶11月17日
（土）❷72
（10）
人 ❸42袋
（27/8/7）❺9個

53（株）新生銀行

木根川橋周辺左岸（葛飾区）／江頭 優子

新生銀行グループでは毎年4月に
荒川クリーンエイドを行なって
おり、今年で9回目となりました。
環境意識の啓発に加えて社員交流
の機会にもなり、とても有意義な
活動として毎回多くの社員が参加
します。今年は例年に増してごみ
の量が多く、自転車や巨大なポリタンク、家具や運搬用パレットなど
粗大ごみや危険なごみも散見されました。参加者からは
「一人ひとりが
ごみを出さない工夫が必要」といった感想が寄せられました。
❶4月14日（土）❷48（5）人 ❸62袋（38/12/12）❺35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大ごみ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ごみ袋数（びん/缶/電池）❺粗大ごみ数 ❻参加団体

57 バキュームモールド工業（株）

弊社は本年グループ発足1周年を迎
えます。これを機に本業以外でも
より社会に貢献できる企業集団で
ありたいとの思いから、グループ
各社の有志を募り、初めて参加い
たしました。清掃活動を通じて参
加者が一様に驚いたのは、尽きる
ことの無いごみの量でした。1時間に亘り作業に没頭する中で心地良い
疲れと達成感は得られたものの、ごみが出た後の対応には限界があり、
始めからごみを出さない工夫も必要だと強く感じました。
❶10月14日（日）❷163人 ❸162袋（80/57/25）❺22個

「私も荒川見ながら散歩すんのが好
きだからさあ」
作業終え、葦の茂み
から出てきた自分に屈託のない笑
顔でそう話しかけてきた初老の男
性がいる。付近に住むというその
男性は定期的に茂みの中でゴソゴ
ソと清掃する私の存在が気になっ
ていたようで、誰に頼まれたわけでもなく、その周辺の伸び放題とな
った雑草を一人で根気よく刈り始めていた。以来、私の作業日に合わ
せるかのように現れては百均で購入したという簡素な用具を駆使して
手強い雑草と悪戦苦闘。作業の内容は異なるけれど、どうも強力な援
軍が現れてくれたようで、なんとも嬉しい限りである。
1） ❶1月30日（火）❷2人 ❸6袋（3/1/2）❺1個
2） ❶2月28日（水）❷2人 ❸6袋（3/1/2）
3） ❶3月28日（水）❷2人 ❸13袋（8/2/3）❺2個
4） ❶4月26日（木）❷2人 ❸10袋（7/1/2）❺2個
5） ❶5月23日（水）❷2人 ❸7袋（4/1/2）
6） ❶6月27日（水）❷2人 ❸8袋（5/2/1）❺1個
7） ❶7月30日（月）❷2人 ❸13袋（7/2/4）❺1個
8） ❶8月31日（金）❷2人 ❸9袋（3/3/3）❺3個
9） ❶9月28日（金）❷2人 ❸15袋（8/3/4）❺3個
10）❶10月30日（火）❷2人 ❸11袋（5/3/3）
11）❶11月30日（金）❷2人 ❸9袋（6/1/2）❺2個
12）❶12月21日（金）❷2人 ❸7袋（5/1/1）❺2個

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／杉山 真吾

9名で参加し、1時間足らずで17袋
ものごみを回収しました。プラス
チック類が多く、ごみを減らす必
要性を感じました。細かなプラス
チックごみの多さに驚きました。
注射器があったのにもびっくり。
現場を知るとても貴重な機会とな
りました。今後も継続的に参加したいと思います。社内でもより強化
してマイマグカップ活動等を推進していこうと心に決めました。
❶11月30日
（金）❷9人 ❸17袋
（12/3/2）❺2個
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54 ヒロセグループ

55（株）東京スター銀行

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／遠藤 順子

当行では、行員の社会貢献活動促
進、自分ごととして環境問題に取
り組むきっかけづくりを目的として、
行員やその家 族を対象に2014年
から毎年4月に荒川清掃を行って
います。参加者からは、
「ごみ問題
の根底解決について、一人ひとり
がきちんと向き合わなくてはいけないと、改めて感じた」
「子どもの教
育のためにも、本当によい機会になった」
という声が上がりました。本
活動を継続して行うことで、ごみ投棄の状況を確認するとともに、生
態系の保全に貢献していきたいと思います。
❶4月7日（土）❷123（16）人 ❸89袋（57/15/17）❺7個

首都高速5号線下流右岸
（墨田区）
／田島 栄次

58 墨田区

四ツ木橋上流～新四ツ木橋下流右岸
（墨田区）
／高比良 繁義

56（一社）東京損害保険代理業協会
平井大橋上流左岸
（葛飾区）
／武舎 利幸

東京損害保険代理業協会と申しま
す。今年で15回目のクリーンエイ
ドでした。当日は「曇り・降水確
率＝20％」で何とか実施すること
ができました。ただ、前日までの
雨の影響で、河川敷や川際は足元
がぬかるんでいたため立ち入らず、
土手下の安全な地域を選んでの清掃活動になりました。今年も一般参
加を含め、多くの初参加者にお手伝いをいただきました。足元の悪い
中をご参加いただいた30名の皆様に、あらためて御礼申し上げます。
❶10月6日（土）❷30（4）人 ❸11袋（7/3/1）

❶10月27日（土）中止

59

ふるさと清掃運動会実行委員会

四ツ木橋上流～木根川橋下流右岸
（墨田区）
／王 貞治

ふるさと清掃運動会は、毎年10月
を集中月間に全国の市民、学生、
企業で働く人たちに呼びかけ清掃
運動会を開催し、今年で12年目。
これまでに賛同し行動した全国の
方々は26万人を超えました。実行
委員長は福岡ソフトバンクホーク
ス会長王貞治氏。実行委員会は毎年大清掃運動会を開催し、今年は11
月3日（土）に行いました。天候に恵まれ、午前中は少年野球教室と釣
り教室を開催。700名を超える参加者で東京都墨田区の荒川右岸900
ｍに投棄や漂着した大量のごみを拾いました。
❶11月3日（土）❷750（150）人 ❸1569袋
（1062/286/221）❺672個

自治体
学校
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60（株）エックスワン

64（一社）グッドチャリズム宣言プロジェクト

68（株）シマンテック

73

「ひとりひとりの力は小さいけれど
集まれば大きな力になる」
拾っても
拾っても減らないごみ。でも大切
なことは現状を一人でも多くの人
に知っていただき、この活動を通
じてごみの根本原因を知ること。
子どもたちの未来のためにも豊か
な自然を残していけるように活動を継続していきます。自然を守りな
がら気づきの輪を今後も広げていきたいと思います。
❶5月12日（土）❷33（3）人 ❸34袋（22/4/8）❺15個

水生動物のお腹から多量のプラス
チックごみが出たりしている欧米
での報道が最近一般の目にも触れ
るようになってきて、捨てないこ
とよりも使わないことを呼びかけ
るようになりましたね。この声が
世界的ムーブメントになったのも、
まずはごみを拾おうという地味で気の遠くなる活動から始まったので
はないでしょうか。自転車のマナーアップ活動も同じ精神で、長い道
のりですがお互いに少しでも力になると信じて、ともに活動して行き
たいものです。
❶3月18日（日）❷22（1）人 ❸61袋（23/10/28）❺8個

弊社ではCSR活動にグローバルで
力を入れています。今回は過去最
多の社員と幹部が積極的に参加し、
環境問題について再認識する大変
良い機会となりました。また、普
段なかなか関わらない他部門の方
とのコミュニケーションを図る場
にもなりました。今後も社員一人ひとりが社会貢献に対する意識を高め
ていけるよう、河川敷のごみ問題に取り組んでいきたいと思います。
❶10月18日（木）❷65人 ❸86袋（62/2/22）❹38袋（22/16/0）❺14個
❻（NPO）ハンズオン東京

年に1回の中土手に自然を戻す市
民の会のクリーンエイドはあたた
かい日におこなわれました。いま
までになくなんだかとてもほのぼ
のとしたクリーンエイドでしたね。
捨ててあるごみは悪意のかたまり
ポイステなのにね。参加してるひ
とたちの人柄なんですかね。ちびたちも沢山いたね。げんきよく走り
まわってたね。ごみもひろったね。草刈班は刈った草を山にしてたね。
それにのぼったね。そだねー。来年もあそびにきてね。
1）❶7月15日
（日）❷5
（2）
人 ❸1袋
（1/0/0）
2）❶9月16日
（日）中止
3）❶10月21日
（日）❷4人 ❸3袋
（3/0/0）
4）❶11月18日
（日）❷16
（8）
人❸10袋
（8/0/2）❹4袋
（1/3/0）❺2個
5）❶12月16日
（日）❷4人 ❸3袋
（2/0/1）❹2袋
（1/1/0）❺1個

四ツ木橋周辺右岸（墨田区）／松本 龍詞
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グローリー（株）

新四ツ木橋下流右岸
（墨田区）／柏木 茂一

10月13日に当社及びグループ会社
の社員とその家族の合計28名が参
加し、ペットボトル、食品のポリ
袋など39袋のごみを回収しました。
同じ場所での活動も4年目となり
ますが、ごみが年々減少しており、
我々の活動が少しづつですが荒川
の環境保全に貢献していることが伺えました。清掃活動後には、荒川
クリーンエイド・フォーラムの方による自然観察教室も行われ、河川
敷に生息する昆虫の生態について参加者は自ら探して採集した昆虫を
手にしながら熱心に耳を傾けていました。
1）❶3月17日（土）❷18（3）人 ❸61袋（50/7/4）❺15個
2）❶10月13日（土）❷28（5）人 ❸39袋（25/9/5）❺16個
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クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業

京成押上線上流右岸
（墨田区）／㟢村 令子

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
ボノ活動を行っています。2015年
から荒川クリーンエイドで毎年春
と秋の2回清掃活動をしています
が、目立つごみが少しずつ減って
きて、微力ながらも効果が出ているのかなとうれしく思っています。
今後も継続して楽しみながら活動を行っていく予定です。
1）❶1月20日（土）❷14（4）人 ❸17袋（14/2/1）
2）❶7月7日（土）❷10（2）人 ❸10袋（7/2/1）❺4個
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Bloomberg L.P.

京成押上線下流右岸（墨田区）／韓 祐志

65 Point72 Asia（North Asia）Limited,
Japan Branch

京成押上線下流右岸（墨田区）／吉岡 明子

今回は社員30人のうち19人が1
つのグループとして清掃活動に参
加しました。荒川のごみの量にび
っくりでしたが社員一丸となって
海洋ごみになるのを未然に防ぎま
した。日常生活から出てくるごみ
が大量に落ちているのを見るとご
みを少なくする努力、ものを大切にする生活習慣を身に付ける必要が
あると感じました。
❶9月8日（土）❷19（1）人 ❸32袋（17/7/8）❺7個

66

White & Case LLP /
White & Case Law Offices

京成押上線下流右岸（墨田区）／Miyuki Tsuchida

ホワイト&ケース外国法事務弁護士
事務所 ホワイト&ケース法律事務
所（外国法共同事業）はグローバル
なローファームです。少数精鋭で
挑んだ今回の清掃活動では、6人で
40袋以上
（45ℓ換算）
もの河川ごみ
を除去しました。参加者からは
「ご
み問題を考えるよい機会になった」
「やりがいのある活動だと感じた」
と
の感想が寄せられました。折しも、海洋汚染が懸念されているプラス
チックごみを削減するためにレジ袋有料化を義務付ける方針が打ち出
された直後の実施ということもあり、今回の活動を通じてごみ発生抑
制への意識も向上しました。
❶10月20日（土）❷6人 ❸37袋（18/1/18）❹18袋（10/8/0）❺7個

京成押上線下流右岸（墨田区）／野口 有紀

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。
荒川清掃活動においては、荒川ク
リーンエイドと共に清掃を通じて荒川近郊の動植物にとってより棲み
やすい環境を整えたり、環境保全の啓蒙活動へのお手伝いをさせてい
ただいております。今後も、皆さまと共に、清掃を通じてごみ問題に
取り組んでいきたいと思っております。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。
1）❶4月19日
（木）❷14人 ❸73袋
（27/17/29）❺25個
2）❶6月28日
（木）
❷ 7人 ❸12袋
（6/4/2）❺6個
3）❶7月5日
（木）中止
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67（株）ユーニック

京成押上線周辺右岸（墨田区）／清水 直樹

2012年11月の第1回から毎年、春
と秋に実施している荒川河川敷清
掃が今回で10回目を迎え総勢41名
の参加者で活動を実施しました。
今回は例年の清掃エリアから場所
を少し変更した甲斐もあり、大小
あわせて87個にも及ぶごみ袋を回
収する事ができ、参加者からは
「やりがいがあった」
「こんなにごみがあ
るとは思わなかった」
との声がありました。参加者を増やし地域貢献に
向けて活動をしていきます。
1）❶4月28日
（土）❷38
（4）
人 ❸44袋
（11/15/18）❺2個
2）❶10月20日
（土）❷41
（7）
人 ❸87袋
（24/37/26）❺3個

京成押上線下流右岸
（墨田区）
／樋口 一美
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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8回目を迎えました。
今回はペットボトルや食品のプラ
スチック容器が多く、中にはスク
ーターや木製のカウンター等の粗大ごみや注射器もありました。今回
のこの活動を通して感じた事は全ては人から出るものなので、ごみを
出さない意識を持つ事も大切なのではないかと思いました。
❶10月20日（土）❷28（3）人 ❸30袋（15/5/10）❺3個

70

中土手に自然を戻す市民の会

JR総武線下流左岸
（江戸川区）
／高山 亮

葛飾区立小松南小学校

JR総武線下流左岸
（江戸川区）
／吉田 貴美子、飯塚 美由希

ごみ拾いだけではなく自然遊びをすることができ、児童はとても喜ん
でいました。とくに、いもほりは楽しかったようで、ポテトチップな
どいろいろな料理を作るきっかけになりました。
1）❶2月8日（木）❷72（67）人 ❸10袋（8/1/1）❹1袋（0/1/0）
2）❶7月4日（水）❷107（92）人 ❸9袋（5/2/2）
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塩化ビニリデン衛生協議会

都営新宿線下流左岸（江戸川区）/ 野村 泰雄

予想をしていたもののそれを上回
る量のごみ。想像していなかった
注射器やたくさんの細かなプラス
チック、中身の入った飲料ボトル
など、多種多様なごみに驚かされ
ながら、プラスチックの安全や衛
生に携わる団体のメンバーとして
多くのことを感じ、学ぶことができた現場でした。当日は雨雲との競
争でしたが、なんとか土砂降りの直前に目標まで到達することができ
ました。ACFのサポートとごみ問題に係わる貴重なお話に感謝いた
します。
❶11月6日
（火）❷ 13人 ❸ 20袋
（15/0/5）❹6袋
（3/3/0）❺3個
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江戸川区土木部

葛西橋上流左岸
（江戸川区）
／村山 卓

ごみ自体は少なかったが、大切な活動であると感じました。ありがと
うございました。
1）❶6月1日
（金）❷67
（61）
人 ❸3袋
（1/0/2） ❹1袋
（0/1/0）❺3個
2）❶11月27日
（火）❷69
（63）
人 ❸3袋
（1/1/1）

江戸川区役所の土木部が職員の体
験型研修の1つとして毎年実施し
ています。原型を残していない
細かいプラスチックごみが多く、
1cm以上堆積しており、回収する
のが難しいと感じました。ごみ問題
を考える良い機会になったようです。
❶11月9日（金）❷25人 ❸15袋（13/1/1）❹3袋
（1/2/0）
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江戸川区立大杉小学校

JR総武線下流左岸
（江戸川区）
／松原 久典

葛飾区立松上小学校

JR総武線下流左岸
（江戸川区）
／渋谷 英一

子ども達は学校から徒歩15分の場
所にこんな素晴らしい自然がある
ことに、とても驚いていました。
夏と秋の自然の違いを学習し、有
意義な学習活動が出来ました。ま
た、オナモミダーツや葛のツルで
リース作りなど、普段できない自
然遊び体験しました。今回のクリーンエイド活動を通して、子ども達
が少しでも自然を大切にしたいと、環境意識を持ってもらえたらと考
えています。
1）❶6月21日（木）❷99（79）人 ❸4袋（2/1/1）
2）❶ 11月21日（水）❷99（79）人 ❸5袋（3/1/1）❹1袋（0/1/0）
市民団体
企業

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）
／Kristin Joy

自治体
学校

当日は風が強く活動前は少し肌寒
くも感じましたが、晴天に恵まれ
動いていると汗ばむぐらいでした。
新規の参加者もおり、それぞれの
グループに分かれて会話を楽しみ
つつ1時間活動をしました。参加
人数は前回より少なかったものの、
少数精鋭、1人約1.5袋分のごみを回収することができました。今後も
継続して行っていきます。
❶4月21日（土）❷11人 ❸16袋（11/0/5）❹6袋
（2/4/0）❺8個

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大ごみ袋数
（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ごみ袋数（びん/缶/電池）❺粗大ごみ数 ❻参加団体
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77

JAMBO International Center

葛西橋下流左岸
（江戸川区）
／David Howenstein

JAMBO Internationalは1996年に
設立された東京にある国際的な団
体です。自然環境に感謝しながら
色々な環境保護・人間開発のNPO
を支援しています。毎月、ハイキ
ング、自然環境作業、ごみ拾い、
チャリティーパーティーなどをし
ています。これらのイベントには多くの外国人と日本人が集まり、皆
で楽しい時間を過ごします。オープンな団体なので、どうぞ誰でも参
加してください。
1）❶9月15日（土）中止
2）❶10月6日（土）❷8人 ❸33袋（10/6/17）❹19袋（10/9/0）❺2個

78

DEXTE-K

葛西海浜公園西なぎさ
（江戸川区）／橋爪 慶介

風も爽やかでクリーンアップ日和
でした。若者たちが多く参加して
くださったのがうれしかったです
！ クリーンアップした範囲はい
つもの半分程度でしたが、漂着ご
みの量はたくさん集まりました。
一見、ごみが少ないように見えま
したが、荒川河口堰周辺を中心におおきな漂着ごみが多く、先週のゲ
リラ豪雨の影響であったものと思われます。でも大勢でしたので短時
間で多くの漂着ごみを収集することができました。
1） ❶3月17日（土）❷42（1）人 ❸41袋 ❺22個
2） ❶4月21日（土）❷17人 ❸17袋 ❺8個
3） ❶5月19日（土）❷23人 ❸21袋 ❺13個
4） ❶6月9日（土） ❷44（3）人 ❸19袋 ❺8個
5） ❶7月21日（土）❷45（12）人 ❸11袋 ❺4個
6） ❶8月18日（土）❷75（10）人 ❸46袋 ❺12個
7） ❶9月8日（土）❷35（2）人 ❸29袋 ❺8個
8） ❶10月20日（土）❷70（4）人 ❸28袋 ❺15個
9） ❶10月28日（日）❷45（5）人 ❸31袋 ❺16個
10）❶11月17日（土）❷33人 ❸12袋 ❺7個
11）❶11月24日（土）❷47（5）人 ❸3袋

79（NPO）えどがわエコセンター
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84

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

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、恋人や家族でピクニック、
堤防でお昼寝。でも岸辺へ行って
みるとごみがたくさん…アクショ
ン！ このごみなんとかしなきゃと
思ったみんな、気軽にごみ拾いに

❶11月25日（日）❷2345人
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小松川信用金庫

平井大橋周辺右岸（江戸川区）／高橋 桂治

一点の曇もない空の下、今年で 9
回目を迎える私どものクリーンエ
イドはスタートしました。額の汗
を拭いながら集めたごみの多くは
食品のポリ袋やタバコの吸殻とい
った生活のごみです。誰かが捨て
なければ絶対に発生することのな
いごみ、そしてごみをポイ捨てしていない人がごみを拾い川を綺麗に
しようと努力する事実。一人一人がこの事をもっと深く考えていかね
ばいけないのだと思う一日でした。
❶6月2日（土）❷128（7）人❸33袋（19/3/11）❹13袋（3/10/0）❺2個

参加くださいね！
1）❶4月22日（土）❷15（4）人 ❺200個
2）❶5月13日（日）❷8（2）人 ❸5袋（3/1/1）袋 ❹5袋（4/1/0）❺35個
3）❶7月16日（月）❷26（13）人❸18袋（12/0/6）❹5袋（3/2/0）❺1個
4）❶9月9日（日）❷6人 ❸8袋（6/0/2）❹2袋（1/1/0）❺28個
5）❶10月8日（月）❷6（2）人 ❸11袋（8/0/3）❹4袋（2/2/0）❺9個
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江戸川区立平井東小学校

JR総武線下流右岸（江戸川区）／五十嵐 真弓

江戸川区立平井東小学校は、学校
の近くに荒川があります。荒川で
の自然学習やクリーンエイドを通
して、草木や虫と共存すること、
人間は自然に対して何ができるか
を考えて、学習しています。いつ
までも、自然豊かで、気持ちよく
過ごせる場所であってほしいと思います。
❶11月20日
（火）❷113
（98）
人 ❸13袋
（10/1/2）❹7袋
（4/3/0）❺12個
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江戸川区立平井小学校

JR総武線下流右岸（江戸川区）／五十嵐 裕子

平井小では、4年生の総合的な学習の時間に荒川の学習を行いました。
川や草原にいる生きものと触れ合い、自然に親しむことができました。
荒川クリーンエイドの活動に参加し、予想した以上にごみが落ちてい
たことに驚きを感じました。環境を守るために、自分たちに何ができ
るのだろうと考え、意識を高めることができました。とてもよい学習
ができたと思います。
❶11月28日
（水）❷96
（90）
人❸14袋
（11/1/2）❹4袋
（2/2/0）❺12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大ごみ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ごみ袋数（びん/缶/電池）❺粗大ごみ数 ❻参加団体

自治体
学校

荒川の河口近くの干潟で、子どた
ちと魚やカニなど多様な生物と触
れ合う活動をしています。小学校
の子どもたちもここに環境学習に
やってきます。その中で、荒川ク
リーンエイドは、生き物いっぱい
の荒川を守る活動であり、自分た
ちが日頃出している「ごみ」という環境問題について身近なところで考
えるいい機会になっています。企業の皆様にもご参加いただき、子ど
もたちが遊び、学ぶ環境が保たれていることに感謝しております。
1）❶3月11日
（日）❷7
（2）
人 ❸7袋
（5/1/1）
袋 ❺11個
2）❶4月22日
（日）❷38
（9）
人 ❸17袋
（8/1/8）❹7袋
（1/6/0）❺21個
3）❶5月12日
（土）❷49
（24）
人 ❸4袋
（2/1/1）
袋 ❹2袋
（1/1/0）❺35個
4）❶ 6月10日
（日）中止
5）❶7月8日
（日）❷27
（11）
人 ❸4袋
（3/0/1）❹2袋
（1/1/0）❺2個
6）❶9月9日
（日）中止
7）❶10月8日
（日）❷58
（12）
人 ❸41袋
（25/2/14）❹14袋
（5/9/0）❺41個
8）❶11月11日
（日）❷6人 ❸19袋
（15/0/4）❹5袋
（2/3/0）❺71個
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Salesforceを導入！

24

顧客管理クラウドサービスのSaleceforceを導入しました！これによって、
会員情報や関連団体情報をより管理しやすくなります。
…とはいっても本格運用はこれから。「なにそれ、おいしいの？」状態なスタッフ…。
ということで、（株）セールスフォース・ドットコムさんのプロボノ支援プログラムに登録し、
手取り足取り、一から順に教えていただいております m
（ _ _ ）m
怒涛の横文字ラッシュにもめげずに、今後に向けてガンバっています！
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カシオ計算機（株）

首都高速7号線下流右岸
（江戸川区）
／山岸 正克

近年注目されるプラスチックの海
洋汚染問題。カシオでは生物多様
性の側面からこの社会課題につい
ての認識を深めるため、座学と併
せて調べるごみ拾いを実施しまし
た。12名の社員が85ｍの範囲を1
時間にわたって清掃しました。食
品トレイやペットボトルを中心に34袋
（45ℓ換算）
のごみを回収しまし
た。今回の取り組みで参加者が学んだことは、河川を通じて大量のプ
ラスチックが海洋に流出している深刻な現実。今回の経験を契機にカ
シオとしての取り組みについて検討していきます。
❶7月12日（木）❷12人 ❸30袋（14/0/16）❹11袋（7/4/0）❺7個
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写真は東京ビックサイトで開催された
「Saleceforce WorldTour」の様子

下平井水辺の楽校

JR総武線下流右岸
（江戸川区）
／中嶋 美南子

葛西海浜公園東なぎさ
（江戸川区）／中嶋 美南子

東渚鳥類園友の会を中心に共に進
めてきた葛西海浜公園東なぎさク
リーン作戦。日本野鳥の会東京の
長年の努力と相まって今年の10月
に湿地保全のラムサール条約に登
録されました。今回はその直前の
開催ということもあり、多くの参
加者により実施されました。西渚にはラムサール条約登録の記念碑が
建てられました。
❶6月9日（土）❷90（10）人 ❸20袋（13/3/4）❹10袋（7/3/0）
❻葛西東渚鳥類園友の会、（NPO）荒川クリーンエイド･フォーラム

川の手ファンクラブ

1）
、2）
、4）
、5）JR総武線下流右岸、3）船堀橋上流右岸
（江戸川区）
／高山 亮

島村運輸倉庫
（株）

船堀橋上流右岸
（江戸川区）
／嶋村 文男

1）❶7月7日（土）❷40人 ❸17袋（12/2/3）❹6袋（2/4/0）❺1個
2）❶11月17日（土）❷37人 ❸23袋（14/0/9）❹2袋（1/1/0）❺2個
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江戸川･生活者ネットワーク、
ガールスカウト第215団

船堀橋上流右岸
（江戸川区）
／原田 眞佐子

多くの参加があり、うれしい驚き
でした。ごみ調査の時間は干潮で、
かなり水がひいているので葦が茂
ってなければ、川の方へ歩いて行
くことができたでしょうが、葦が
刈ってないため、川を見ることも
出来ず、もくもくとごみ調査をす
ることになりました。食品のプラスチック容器を
「688」
も拾って数えて
くれたグループがありました。素晴らしい！！
❶11月4日
（日）❷46
（14）
人 ❸42袋
（24/5/13）❹18袋
（7/11/0）❺2個
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三井住友フィナンシャルグループ

船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／末廣 孝信

SMBCグループは、11/11に荒川の
清掃活動を行いました。当日は、天
候にも恵まれ、グループ企業8社の
従業員とその家族、合計約200名
が協力して河川敷の清掃を行いまし
た。参加者からは、
「何度参加して
もごみの量は多いと感じるが、毎年
徐々に減ってきた印象がある」
などの感想が寄せられました。近年、海洋
プラスチックごみの問題が深刻化してきていますが、SMBCグループで
は、このような清掃活動を通じて、川から海へ流れ込むプラスチックご
みの低減に取り組むなど、今後も地球環境の保全に貢献して参ります。
❶11月11日（日）❷200（15）人 ❸152袋
（122/1/29）❹28袋
（12/16/0）
❺9個

90 ＳＭＢＣ日興証券（株）
船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／渡部 裕子

当社では、2006年より荒川クリー
ンエイドに参加しております。今年
は好天に恵まれ、ごみ拾いと外来
種の除草作業、お子様向けの自然
環境教室を行いました。1時間程度
の活動でしたが、参加者は皆、熱
心に清掃活動に取り組み、たくさん
のごみを拾うことができました。参加者からはごみの多さに驚く声や、環
境保全の重要性に気付いたとの声もあり、この活動を通じて、参加者一人
ひとりが環境問題について改めて考えるきっかけを得ることができました。
1）❶5月26日（土）❷200（14）人 ❸98袋
（80/0/18）❹12袋
（3/9/0）
❺5個
2）❶10月7日（日）中止
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非公開

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）

❶6月1日（金）❷120人 ❸47袋（35/1/11）❹13袋
（6/7/0）❺27個
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住友生命保険（相）

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）
／松本 大成

住友生命では
「CSR経営方針」
を踏
まえ、海外支社を含め全国で職員に
よるボランティア活動を実施していま
す。その一環として、荒川河川敷に
て本格的な清掃活動を開始し、今
年で8年目を迎えましたが、今回は天
候にも恵まれ、例年以上のごみを収
集することができました。今後も継続して本活動に取り組んでまいります。
❶11月10日（土）❷458（62）人 ❸233袋
（177/0/56）❹39袋
（17/22/0）
❺16個

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2018 報告集
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楽天銀行
（株）

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）／只友 真理、川崎ヘッジス陽子

流域人口が多く国内屈指の海洋プ
ラスチックごみ発生源となってい
る荒川流域にて、当行従業員と従
業員の家族合計84名にてごみ拾い
を実施しました。荒川の下流
“小松
川自然地”にて、燃やすごみとペッ
トボトルを合計101
（45ℓ）
、びん・
缶を合計27袋（20ℓ）、粗大ごみ合計34個を回収しました。
❶11月4日（日）❷84（7）人 ❸101袋（63/0/38）❹27袋（13/14/0）
❺34個

94 FactSet Pacific Inc.

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）／小澤 太郎

FactSetは金融機関を対象に金融・
経済情報及び分析ツールを提供す
るソリューションプロバイダーで
す。弊社は地球市民の一員として
社会に貢献することは企業として
の重要な責務と考えており本活動
に参加しました。荒川クリーンエ
イドを通じて一人一人の何気ないポイ捨てがこれほどまでに環境に負
荷をかけているのかと痛感いたしました。特に大量のプラスチックご
みを目の当たりにしマイクロプラスチックが切実な問題である等、様
々な気づきがある活動でした。
❶8月15日（水）❷7人 ❸14袋（10/0/4）❹4袋（2/2/0）❺6個
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江東区土木部施設保全課

葛西橋下流右岸（江東区）／猪野 剛

残念ながら、当日朝だけどしゃぶ
り・強風でゆっくり回復。一時期
晴れたが不安定な天候だった。そ
の中、集まってくださった皆様へ
感謝感謝。多くが毎年参加の方々
で、深く御礼申し上げます。
「なぜ
漂着したのか」
「誰が捨てたのか」と
不思議なごみがあった。「タバコの吸殻が多い」との意見があった。
❶10月27日（土）❷38人 ❸11袋（6/3/2）
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環 境 教 育の推 進／
生物多様性の保全

東京都立東高等学校

清砂大橋下流右岸（江東区）／山本 亮太

本校は荒川河川敷にほど近い立地
であり、生徒の登下校であったり、
マラソン大会のコースであったり、
この河川敷に馴染みがあります。
河川敷のごみを拾うことで、自分
たちの行動を見つめなおし、普段
の行いを改めるいい機会になりま
した。本校は今年でクリーンエイド３年目でありますが、この活動に
限らず、環境美化に努めていきたいです。
❶7月19日（木）❷300人 ❸15袋（8/4/3）❹7袋（2/3/2）❺8個
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Tokyo River Friends

1）東西線下流右岸（江東区）
、2）新四ツ木橋下流右岸（墨田区）／James Gibbs
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Tokyo River Friends, and affiliated subgroup of Jambo International, holds regular monthly
clean up events on Tokyo area
rivers (generally the Arakawa
and Edogawa) as well as occasional beach clean ups in the
Kanto area.

江戸川区立小松川第二小学校

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）／栗原 慎

❶5月31日（木）❷ 151（147）人 ❸2袋（2/0/0）

96 ジョンソンコントロールズ（株）
船堀橋下流右岸
（江戸川区）
／齋藤 央

従業員の家族を含め、11名の参加
者で荒川のごみを拾いました。台
風や前日の雨の影響で、昨年より
も多くのごみが落ちていましたが、
リピーター参加者も多く、手早く
ごみ拾いが完了しました。成果が
目に見え充実感を得るとともに、
プラスチックごみ対策の難しさも実感しました。外来植物駆除も実施
し、昨年まで数年にわたって除去をしたエリアは目に見えて外来種が
減少していることを確認できました。終始和やかな雰囲気で参加者に
とっても良いリフレッシュの機会になりました。
❶10月14日（日）❷9（3）人 ❸17 袋（11/1/5）❹6袋（3/3/0）❺3個
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アメリカン・エキスプレス・ジャパン
（株）

ロックゲート上流右岸
（江戸川区）／白幡 江里

昨年に引き続き、社員18名の有志
により荒川クリーンエイドに参加
させて頂きました。多くのごみを
目の当たりにし、環境保護への意
識向上はもちろんのこと、未来の
子どもたちの為に今できることは
何かを考え、有志全員で雨の中で
はありましたが、集中してごみ拾いに取り組むことができました。短
時間で想像を超える多くのごみを集め、
「環境保護、社会問題を考える
きっかけになった」
などの感想があり、本活動には多くの学びの機会が
あったと感じております。
❶ 4月24日（火）❷18人 ❸50袋（39/1/10）❹10袋（5/5/0）❺15個
❻（NPO）ハンズオン東京
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Participants experience the rivers in and around Tokyo up close
while engaging in productive and fun activities while meeting likeminded people.
1）❶11月4日
（日）❷6人 ❸22袋（18/1/3）❹4袋（1/3/）❺6個
❶12月2日
（日）❷10
（2）
人 ❸41袋
（35/1/5）❹10袋
（4/6/0）❺20個
2）❶12月23日（日）❷6人 ❸44袋（37/2/5）❹7袋（4/3/0）❺1個
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江東エコリーダーの会

新砂干潟（江東区）／齋藤 宣子

江東区環境学習情報館
「えこっくる
江東」
で主に活動しています。荒川
清砂大橋下流右岸の「新砂干潟」で
2009年から清掃と観察会を4回/
年ほど実施しています。
（えこっく
る江東で）
親子で干潟を学習し、バ
スで現地に来て、野鳥、
「ごみ拾い」、
干潟の生き物、植物、昆虫などの観察を体験します。今年で10年たち
ました。子どもたちは干潟に降り、ごみ袋とトングを持ち元気いっぱ
いに走り回ります。ごみを一生懸命拾い、大型ごみには大人と力を合
わせて拾います。ごみ拾いスイッチが入り、楽しく動き、生き生きと
しています。
1）❶5月13日（日）❷13人 ❸12袋（8/2/2）❺2個
2）❶ 7月28日（土）中止
3）❶11月10日（土）❷44（13）人 ❸49袋（43/6/0）❹3袋（2/1/0）
❺10個

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2018 報告集
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荒 川 水 辺サポーター
■荒川の下流部における年間利用者は1,500万人
荒川は多くの人々の憩いの場となっているとともに、河川敷
の約2割はヨシ原や干潟などの自然が創出され、都心における動

セイタカ
アワダチソウ

植物の貴重な生育・生息環境になっています。
■荒川の抱える様々な課題
荒川はオオブタクサ、セイタカアワダチソウ、アレチウリ等
の外来植物の繁茂や高水敷の樹林化、漂着ごみの堆積等様々な
課題を抱えています。

荒川の抱える課題

＜アダプト制度＞

外来種

地域住民と
維持管理

●

●

●

高水敷の樹林化

●

●

漂着ごみの堆積

●

■荒川下流自然管理アダプト制度
荒川下流部の自然地を健全に維持していくため、荒川下流河川事務所では一般公募
した活動団体、沿川自治体と連携して荒川の自然環境を維持管理していくアダプト制
度
（荒川水辺サポーター）
を進めており、当団体も参画し市民による河川管理に携わっ
ています。
■地域と協働した自然地管理
当団体は、小松川自然地、千住桜木自然地で荒川水辺サポーターとして活動してい
ます。同自然地を企業の社会貢献活動や学校の環境学習の場として、ごみ拾いだけで
なく外来植物の除草活動など、2018年も様々な活動の支援を行いました。
子どもから大人まで様々な年代が参加する、身近な自然の維持管理に携わっています。

ヒ ヌマイトトン ボ 生 息 地 の 保 全
■絶滅危惧種 ヒヌマイトトンボ生息地の保全
ヒヌマイトトンボは全国的なヨシ原の減少から、絶滅危惧種
に指定されています。荒川下流域でもかつてはヒヌマイトトン
ボが棲める環境が整っていましたが、昨今の環境の変化ととも
にその生息が危ぶまれています。
荒川クリーンエイド・フォーラムでは、希少生物が棲める
環境を創出し、健全な種の多様性を維持することを目的に、
2010年からモニタリングなどのヒヌマイトトンボの復活に向
けた保全活動を続けています。

◆絶滅危惧種 ヒヌマイトトンボ◆
成虫の体長3cm弱と超小型のこのイトトンボは、他のト
ンボの捕食対象になりやすいため、他のトンボが棲みにく
い汽水域のヨシ原にのみ生息しています。
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撮影：野村 圭佑

流 域・全 国・世 界・
他 セ クターとの 連 携

荒川から全国、そして世界へとつながる

より 多 くの 人 に 知 って もらうた め に
■活動・河川ごみ問題の情報発信
ボランティア募集や河川ごみ問題の最新情報を発信するために、様々なツールを用いて情報発信を行いました。
●ポスター （B3サイズ）

広 報・情 報 発 信

多くの人に知ってもらい、参加してもらうために

●リーフレット （A4サイズ）

●ホームページ

※ポスター＆リーフレットは一般社団法人関東
地域づくり協会の助成を受けて作成しました。

●ニュースレター

【2018年秋号】vol.83

・ママボラン
（P35）
のアドバイスで
全体の構成を刷新

■環境フォーラム・環境イベントへ参加
本年も様々な環境セミナーやフォーラムでの講演・発表、環境イベントへの出展を積極的におこないました。
日程

イベント名・企画展名

主催

3/17（土） サイボウズ 親子で体験！新しい授業
（講演）

サイボウズ

4/22（日） あきしま環境緑化フェスティバル
（講演）

昭島市

6/2（土）

江戸川区

環境フェア2018
（出展）

8/11（土） 表浜BLUE WALK2018
（講演）

BLUE WALK

8/23（木） 「足立の環境」シリーズ講座 川ごみから海洋汚染問題を知る
（講演）

あだち学習支援ボランティア「楽学の会」

9/ 7（金）

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン環境経営分科会
（講演） グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

11/9（金） フジテレビジョン CSR部 活動報告会
（講演）

フジテレビジョン
NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2018 報告集
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年 お 世 話 に なりました

荒 川 クリ ーン エイド ・フォ ー ラム の 組 織

本年度も様々な形で多くの団体・個人の皆さまにお世話になりました。

■寄付
一般寄付

■会員

（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラムへご寄付いただきました。
UPS基金、Bloomberg L.P.、株式会社丸井、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、株式会社東京スター銀行、
ウォルトディズニージャパン株式会社、宝ホールディングス株式会社、富士ゼロックスシステムサービス株式会社、
富士ゼロックスシステムサービスボランティア基金 （順不同）

会員区分

団体

個人

正会員

以下50団体
足立成和信用金庫、
（一財）
アールビーズスポーツ財団、あだちSOLV、ウォルト・ディズニー・ジャパン
（株）
、
SMCシビルテクノス
（株）
（
、株）
エックスワン、
（NPO）
えどがわエコセンター、江戸川・生活者ネットワーク、
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ
（株）
、NTT労働組合東京グループ連絡協議会、
（NPO）
熊谷の環境を考える連絡協議会、
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業、グローリー
（株）
、江東エコリーダーの会、江東・生活者ネットワーク、
小松川信用金庫、ジブラルタ生命保険
（株）
、島村運輸倉庫
（株）
、下平井水辺の楽校、情報労連東京都協議会、
（株）
新生銀行、住友生命保険
（相）
、
（株）
セイコーファシリティズ、全国川ごみネットワーク、東京足立ライオンズクラブ、

49人

（一社）
東京損害保険代理業協会城東支部、東京都立桐ヶ丘高等学校、東京東江戸川ローターアクトクラブ、東レ
（株）
、
中土手に自然を戻す市民の会、日本ケンタッキー・フライド・チキン
（株）
、日本工営
（株）
、日本水産
（株）
、
■協賛
一般協賛

ご協賛ありがとうございます。

日本プラスチック工業連盟、
（NPO）
ハンズオン東京、バリオセキュア
（株）
、BNPパリバ証券
（株）
、

足立成和信用金庫、一般財団法人アールビーズスポーツ財団、小松川信用金庫、株式会社ダイエー、

ヒロセホールディングス
（株）
、Bloomberg L.P.、ふるさと清掃運動会実行委員会、松尾建設
（株）
、松山油脂
（株）
、

宝ホールディングス株式会社、日本プラスチック工業連盟、一般社団法人プラスチック循環利用協会 （五十音順）

三井住友海上プライマリー生命保険
（株）
、三井ボランティアネットワーク事業団、
（株）
ユーニック、
代々木funラン実行委員会、楽天銀行
（株）
、リコージャパン
（株）
（
、株）
ローソン、
（株）
ワイズインテグレーション
以下4団体

賛助会員

（株）
弘輝、Point72 Asia
（North Asia）Limited, Japan Branch、White & Case LLP / White & Case Law Offices、

6人

六興電気

物品協賛

アルミ缶リサイクル協会、SMCシビルテクノス株式会社、Google Ad Grants、公益社団法人食品容器環境美化協会、

特別
賛助会員

以下14団体
国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所、埼玉県、東京都、戸田市、川口市、板橋区、北区、荒川区、
台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江戸川区、江東区

株式会社スター商事、スチール缶リサイクル協会、宝ホールディングス株式会社、株式会社トンボ鉛筆、

（2019.03.01現在）

日本発泡スチロール協会、フィリップ モリス ジャパン合同会社 （五十音順）
■役員
■後援

荒川クリーンエイド2018への後援をいただきました。

（2018年5月～2019年5月まで）

役名

氏名

1

代表理事

高山

2

副代表理事 林 美恵子

荒川夢クラブ事務局

3

副代表理事 星野 由実

下平井水辺の楽校事務局

4

理事

石本 誠

埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部長

採択されたプロジェクト名

5

理事

今村 和志

（一社）関東地域づくり協会

平成30年度荒川環境美化活動広報・支援事業

6

理事

兼廣 春之

東京海洋大学名誉教授

（公財）河川財団

荒川
『ごみホットスポット』
マッピングプロジェクト

7

理事

鬼頭 秀一

星槎大学教授

ストップ！ プラごみ 海へ出る前に

8

監事

佐藤 正兵

9

監事

菅谷 輝美

１0

監事

中嶋 美南子 下平井水辺の楽校代表

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所、
埼玉県、東京都、戸田市、川口市、板橋区、北区、荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江戸川区、江東区
■政府調達業務 関東地方整備局荒川下流河川事務所（平成30年度荒川下流管内水辺等管理支援補助業務）
■助成事業 下表の助成金に採択され、プロジェクトを実施いたしました
（一部事業は継続実施中）
。
助成金・助成事業名

三井物産環境基金

～荒川発！ プラスチックごみ対策～

■プロボノ支援 （株）セールスフォース・ドットコム（今前田 英介、伊藤 深雪）
（P23参照）
、

所属等
亮

荒クリFでのインターンに参加して

川の手ファンクラブ代表

東京大学名誉教授

（NPO）えどがわエコセンター理事
新河岸川水系水環境連絡会代表

ママボラン（児玉 佳代子、香山 恵美、近藤 亜由美）
（P35参照）
■あらくりくん号製作協力 寄付：UPS基金、Bloomberg L.P.、業務委託：
（認定NPO）
あっちこっち、協力：SHADOW、
東京スバル（株）小松川店 (五十音順)
■インターン 鈴木 悠司（明治大学）
■学生目線でコンサルティング 180 degrees consulting Japan：

■事務局

事務局長
事務局職員

今村 和志
五十嵐 実、江原 春美、藤森 夏幸、星野 友紀

■運営委員 五十嵐 実、石川 勉、石本 誠、今村 和志、薄井 洋一、
鬼平 勝之 栗林 菊夫、坂倉 剛一郎、佐藤 正兵、高山 亮、

小芦 昇子、早川 彩紀、小柳 知花子、西浦 早織、任 嘉 、堀場 道貴、牧島 直哉、政木 優香、松崎二千奈、

林 美恵子、坂田 沙知子、藤森 夏幸、星野 由実、

于 博亦、奥野 和、久保井 颯太

星野 友紀、増井 涼太

明治大学 政治経済学部

鈴木 悠司

環境NPOなのだから、毎日の
ようにごみ拾い活動を行うのだ
ろうと思っていました。
その思い込みは見事に外れ、
事務作業、事務作業、事務作業
……。
ごみ拾い活動に使う資材の発
送作業は正直大変でした。単調
な作業ではありましたが、より
気軽にボランティアを行えるよ
うにするためには重要なことなのだと思います。
企業さんとの清掃活動に同行し、初めて荒
川の河川ごみが散乱している光景を目の当た
りにしたときは、
「日本はこんなにごみだらけ
なのか！」
と衝撃を受けました。まさに、百聞
は一見に如かず。この現状を多くの人に知っ
てもらうべく、まずは、LINEのトップ画面を
ごみの画像に設定することから始めてみよう
と思います（笑）
。
今回のインターンで得た環境問題の知見を
今後活かしていきたいと思います。

他にもたくさんの方々にご協力をいただき、2018年も有意義な活動を行うことができました。ありがとうございました。
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