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広報・
情報発信

1997年に任意団体荒川クリーンエイド・フ
ォーラムを結成し活動を継続しています。
1999年のNPO法人認証後は、活動基盤

1

3

環境教育

荒川クリーン
エイド

5

流域・全国
との連携

を整え
「荒川クリーンエイド」の運営を中

連携・連絡調整

務所が呼びかけて行った一斉ごみ拾い、

〈実施団体〉

2

1994年に当時の建設省荒川下流工事事
「荒川クリーンエイド」に端を発します。こ

●セクター・パートナーシップ

●6つの活動

市民団体

市民
自治体

水質調査

企業

学校

実施

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

荒川クリーンエイド・フォーラムの組織

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

荒川クリーンエイド
運営

4

2019 年 お世話になりました

NPO法人
荒川クリーンエイド・
フォーラム

全体運営

散乱ごみ
回収

粗大ごみ
回収

沿川自治体

国土交通省

連携・連絡調整

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活動を発展させています。
自然環境の回復を願い、荒川に集う人々との交流を広げ、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

荒川の清掃活動から
海洋ごみ問題について
考えるきっかけを

地域と協働で実施する
河川の維持管理

NPO法人 荒川クリーンエイド・
フォーラム

国土交通省 関東地方整備局

代表理事

荒川下流河川事務所 管理課 専門官

高山

綿引 宙伸

亮

2019年の活動も終了し、報告集を

荒川下流部は、明治43年の大洪水

皆さまに配布することができそうで

を契機に、いまから約90年前に完成

す。今年も大勢の皆さまがごみを拾

した人工の河川です。その間、昭和

ってくださいました。ありがとうご

22年カスリーン台風など幾多の洪水

ざいました。

を経験して、現在では洪水の被害か

台風15号および19号は各地に甚大な被害をもたらしました。

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

この災害により、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りすると

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

ともに、被害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げ

植物の生息・生育の場となっています。この身近で貴重な荒川

ます。

において、首都圏を洪水の被害から守り、荒川下流域の皆さま

荒川でも中流域の支流が氾濫し、家屋に被害を及ぼしました。

が安心して暮らせるよう、自然環境、社会環境との調和を図り

下流域においても荒川河川敷のグラウンドや河川敷道路には大

ながら河川を管理することが、行政として取り組んでいかなけ

量の土砂やごみが打ち上げられました。

ればならない使命です。特に河川ごみ問題は、支川等から流れ

河川ごみは、国や沿川自治体そしてクリーンエイド活動によ

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

って徐々に処理されつつありますが、まだまだ大量のごみが河

ればならないとても大きな課題であり、国、自治体、地域の方々

川敷に残っています。引き続き回収をおこなっていく必要があ

の協働により、継続して維持管理を行っていくことが不可欠と

ります。

考えています。

当団体として来年度もごみをひろって下さる皆さまの支援を
行ってまいります。
引き続き皆さまのご協力をお願いします。

荒川クリーンエイド活動は、行政ではなく、地域の方々が主
体となった取り組みとして、平成6年から長期に渡り継続的に続
けられており、今では年間約1万人以上の方々が活動に参加され

2 0 19

年の主な活 動

2019 年も皆さまのおかげで充実した活動をおこなえました。

2
3

月
月

22（金）［開催］ 荒川クリーンエイド2018報告・2019連絡会

（木・祝）［開催］ 第 23回荒川あちこちクリーンエイド
21
28（木）［講演］ 日本プラスチック工業連盟シンポジウム

荒川クリーンエイド2018報告・2019連絡会

4

月

14（日）［講演］ ミスアース東京ビューティートレーニング
21（日）［開催］ 荒川クリーンエイド体験会
28（日）［講演］ ミスアース埼玉ビューティートレーニング

5

月

17（金）［開催］ 荒川クリーンエイド・フォーラム定期総会
18（土）［受賞］ 「みどりの愛護のつどい」功労者国土交通大臣賞受賞

6

月

8（土）［開催］ 第 12回大学対校 ! ゴミ拾い甲子園
17（月）［受賞］ 海ごみゼロアワード最優秀賞受賞

7

月

18（木）［発表］ CSR-NPO 未来交流会
21（日）［講演］ IVUSA 海洋ごみ youth シンポジウム
27（土）［開催］ RockCorps Supported by JT

8

月

5（月）［実施］ 東京都主催教職員向け環境教育研修会
24（土）［開催］ 荒川クリーンエイド体験・説明会

みどりの愛護のつどい

海ごみゼロアワード

ています。また、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、水環境への意識の向上にもつながっています。私自身も土
日のクリーンエイド活動に参加し、調べるごみ拾いだけではな
く、ヨシを使った草笛作りやカニの生息観察など、楽しく活動
するとともに荒川の素晴らしさを改めて実感しました。安全・
安心で潤いのある荒川を目指し、今後も公私ともに取り組んで
いきたいと思いますので、引続き皆さまのご支援・ご協力をお
願いいたします。

海 ごみゼ ロアワード 2 019（ 日 本 財 団 環 境 省 共 同 事 業 ）で
グラン プリを 受 賞

荒川クリーンエイド体験・説明会

9

月

5（木）［出展］ 9 都県市シンポジウム
10（火）［講演］ 港区 SDGs 勉強会
29（日）［共催］ コスモアースコンシャスアクト

10

月

8（火）［実施］ 江戸川区立小岩東小学校出前授業
18（金）［実施］ 城北埼玉中学・高等学校出前授業

11

月

26（火）［講演］ マテリアル学会マイクロプラスチックシンポジウム
30（土）［開催］ 第13 回大学対校!ゴミ拾い甲子園

12

月

15（日）［講演］ マイクロプラスチックから市民科学を考える
15（日）［共催］ ふるさと清掃運動会

コスモアースコンシャスアクト

受賞テーマ
「流域一丸！ 荒川クリーンエイドで
河川／海洋ごみソリューション！」
埼玉県と東京都を流れる荒川で、河川敷のごみ拾い
をはじめとする環境保護活動をボランティアや自治体
などさまざまな参加者を巻き込んできた点が高く評価
されました。ちなみに授賞式にはサングラスは外して
出席しました。
「安心して下さい。外しましたよ。」

2
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大学対校 ! ゴミ拾い甲子園
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ごみ 拾 おう!
荒 川 クリ ーン エイド ／「 調 べ る ご み 拾 い 」と は

■
“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

©2017 きーち

②
［河川ごみの実態調査］ごみの傾向を数字化。社会へ発信し、関係団体との連携を図る
（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
活動は各主体が中心となり行われます。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。

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

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。

「川ごみ調査カード」
の裏面のアンケートを活用し、 国土交通省、沿川自治体へ報告し、
参加者同士で感想を出し合い、
「ごみを減らすには 拾ったごみを回収してもらう。
どうすれば良いか」などを考える。

■活動の成果

Before

After

約1時間の活動で見違
えるほどになります。

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2019 報告集
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27

71

74

97

33
100 101
駅

町

都立桐ヶ丘高等学校

綜合警備保障
（株）

ガイドワイア ソフトウェア ジャパン
（株）

葛飾区立中川中学校

日本工営
（株）

バリオセキュア
（株）

葛飾区立松上小学校

豪田ヨシオ部
（
（株）
クリエイティブPR）

非公開

川の手ファンクラブ

葛飾区立小松南小学校

東レグループ
（Xylem Japan）

下平井水辺の楽校

江戸川区立大杉小学校

足立成和信用金庫

58
102
107
103
104
105
106

ローソングループ
（株）
新生銀行

小松川信用金庫

ふるさと清掃運動会実行委員会

江戸川区立平井小学校

江戸川･生活者ネットワーク、

江戸川区立平井東小学校

埼玉県生態系保護協会戸田･蕨支部

ガールスカウト 第215団

江戸川区立小松川第二小学校

荒川夢クラブ

プリンストン大学ジャパンクラブ

江東区立第五大島小学校

情報労連東京都協議会、

（株）
セールスフォース・ドットコム

SMBC日興証券
（株）

高島平月例チャレンジ実行委員会

台東区立環境ふれあい館ひまわり

都立東高等学校

NTT労組東京グループ連絡会

（一社）
東京損害保険代理業協会

東海東京アカデミー
（株）

板橋区立リサイクルプラザ

江東エコリーダーの会

北区水辺の会

日本水産
（株）

合計10団体

大正大学環境サークルsmile
ボーイスカウト東京連盟城北地区

（株）
セイコーファシリティズ
（株）
日立ビルシステム

合計33団体

ジブラルタ生命保険
（株）

●行政

エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ
（株）

ヒロセグループ
（株）
東京スター銀行
Assurant Japan

（株）
メタルワン鉄鋼製品販売
バキュームモールド工業
（株）
（株）
エックスワン

ソーダストリーム
（株）
島村運輸倉庫
（株）
、島村商店
（株）
（一財）
アールビーズスポーツ財団

住友生命保険
（相）
非公開
アメリカン・エキスプレス・ジャパン
（株）
、

オルディ
（株）

（NPO）
ハンズオン東京
（株）
カルモア

BNPパリバグループ

グローリー
（株）

足立区本木・水辺の会

川口市役所建設部建設管理課

P＆G Japan. Terra Cycle Japan
（株）

クリフォードチャンス法律事務所

楽天銀行
（株）

あだちSOLV

北区

リコージャパン
（株）
、Brita JAPAN
（株）
、

外国法共同事業

フィリップモリスジャパン
（合）

尾久の原愛好会

葛飾区都市整備部調整課

テクノプロ・ホールディングス
（株）

北第１１団

（NPO）
荒川クリーンエイド・フォーラム
Tokyo River Friends
（NPO）
国際ボランティア学生協会IVUSA
中土手に自然を戻す市民の会
JAMBO International Center
東京東江戸川ローターアクトクラブ

12
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墨田区

アレクシオンファーマー、

東京都環境局

（NPO）
ハンズオン東京

江戸川区土木部

三菱ケミカル
（株）

江東区土木部施設保全課
合計7団体

（株）
ユーニック
Bloomberg L.P.
Point72 Asia
（North Asia）Limited,

FactSet Pacific Inc.
化学総連 東京地連
合計57団体

Japan branch

マネックスグループ

松山油脂
（株）

コスモアースコンシャスアクト

電機・電子4団体

クリーンキャンペーン in 東京

78

RockCorps supported by JT実行委員会

黒目川クリーンエイド実行委員会

三井住友プライマリー生命保険
（株）

73

パタゴニア東京・渋谷

あさか環境市民会議、目黒川に親しむ会

（株）
マルエツ

西

葛

77

（JEMA、JEITA、CIAJ、JBMIA）
NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2019 報告集
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駅

園

公

海

臨

京葉線
荒川河口橋

●企業

鴻巣の環境を考える会

駅

西

葛

西

砂

大谷川クリーン大作戦市民実行委員会

葛西橋

清砂大橋

小松川平井地区連合町会

76

58

99

6

（認定NPO）
えどがわエコセンター

75

65

南

DEXTE-K

72

71

江東区

●学校

江戸川区

73

首都高速
湾岸線

吾妻橋

板橋区

駅

島

大

東

台東区

91

駅

堀

船

東西線

桜橋

92

都営新宿線

船堀橋

55
81
82
83
84

首都高速7号
新小松川橋

79 80

新小
岩駅

67

総武本線

平井大橋

27
52
63
64
墨田区
65
66

旧中川

扇大橋

荒川区

61
62

49 52
55
48 51
54
47 50
53 81

平井
駅

白鬚橋

58
59
60

四ツ
木駅

56 57

52

木根川橋
京成押上線

堀切駅

葛飾区

八広
駅

35
36
37
38
39

新四ツ木橋

34

42 44
40 41

52
46
45
44
43

四ツ木橋

隅田川

33

東武伊勢崎線
千代田線
常磐線
つくば
エクスプレス

29
26
30
28

堀切菖
蒲園駅

22
31 32

北千住駅

荒川

駅
小台
足立 日暮里舎人ライナー

首都高速
中央環状線

駅
赤羽

北区

西新井橋

橋駅
扇大

江北橋

鹿浜橋

新荒川大橋

新大宮
バイパス

新河岸川

駅
渡
舟
間
浮

秩父教育懇話会
（秩父こどもエコクラブ）

13

25 26
27

17
18
14
15
16

8
戸田橋

入間市

19

20

21

24

23

6

朝霞市

●市民団体

（NPO）
熊谷の環境を考える連絡協議会

駅
川口

外環道

7

東久留米市

（NPO）
秩父の環境を考える会

東北本線
京浜東北線

駅
園
公
田
戸

鶴ヶ島市

笹目橋

柳大橋

川越市

黒目川

中津川

武蔵野線
秋ヶ瀬橋

入間川

長瀞町

川口市

11
10

9

戸田市

12

入間大橋

5
大谷川

滝沢ダム

秩父市

川島町
東松山市

さいたま市

幸魂大橋

圏央道

羽根倉橋

4

開平橋

滑川町

2

荒川

4

4

3
市野川

高砂橋

1

埼京線

3

御成橋

3

3

糠田橋

3

3

大芦橋

新久下橋

荒川大橋

熊谷大橋

鴻巣市

足立区

22

小菅駅

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。

熊谷市

綾瀬川

千住新橋

荒川クリーンエイドは、2019 年も市民団体・自治体・企業・学校など

首都高速
号線
堀切橋
京成本線

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 の 仲 間 た ち
荒川クリーンエイド 2019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

6

（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

❶10月27日
（日） 中止

2

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

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

暑い中、皆さん良く協力してくれ
ました。見た目にはごみがあるよ
うには思えなかったが、見回すと
思いの外ごみの多いのに気がつき
ました。本年は、カリフォルニア
州アンティオック市の学生の方々
に参加いただけました。情報交換
ができなかったのが残念でしたが有意義でした。
❶ 7月23日
（火）❷ 47
（24）人 ❸2袋（1/1/0）❹1袋（0/1/0）❺ 4個

10月20日のクリーンエイド
の参加者は市内の少年野球
連盟の小学生に市内の高校
生と市民で今まで実施して
いたが、今回は地元企業・
グローブライドが参加して
総勢約500名で、市内の黒目川の上流から下流域迄4.3kmの間を13グ
ループに分かれて実施しました。今年は台風で上流部のごみは流され
て少なく、下流域に多くありました。川ごみベストスリーの1位は食品
ポリ袋、2位レジ袋、3位タバコの吸殻でした。
❶10月20日
（日）❷490
（217）人 ❸31袋 ❹120袋 ❺12個

7

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

3

❶10月20日
（日）❷32
（8）人 ❸23袋
（18/4/1）❹2袋
（1/1/0）❺9個

（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

今年は大型台風の影響で荒川も大きな増水があり、上流から沢山のも
のを運び、残していった。ペットボトルの本数に加えペットボトル以
外のプラスチック類も30ℓ袋の数で数えた。ペットボトル2360本（昨
年3.3 倍）。その他プラスチック類107袋（30ℓ入袋）でした。ごみ回収
については美化センターからパッカー車3台で対応した。
❶11月10日
（日）❷ 962人
❸ 燃やすごみ380kg、燃やさないごみ50kg、粗大ごみ160kg

8

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

戸田橋周辺左岸（戸田市）／石本 誠

❶11月16日
（土）中止

9

川口市役所建設部建設管理課

12

高島平月例チャレンジ実行委員会

笹目橋～戸田橋右岸
（板橋区）／一宮 光男

❶11月17日
（日） 中止

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

10

❶11月23日
（土） 中止

荒川夢クラブ

荒川運動公園釣堀池周辺（川口市）／林 美恵子

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

例年のように、藤金地区、五味ヶ
谷、太田ヶ谷の市内3会場で一斉に
行った。10月に来襲した台風19号
と直後の21号の影響による増水で、
下流へ流れたごみが多かったと思
われるが、川沿いに残されたごみ
や川底の土砂が流されたことで、
川底に現れた埋もれていたごみもたくさんあり、昨年に比べ回収ごみ
は大幅に増えた。3会場で総勢54名が参加して、ごみの回収と水路内
に倒れた樹木の伐採や河畔林の整備等の植生管理作業を行った。また、
高校生の参加や社会福祉協議会を通しての参加者などもあり、少しだ
が活動に広がりがでてきたようだ。
❶10月27日
（日）❷ 54人 ※3会場の合計値

ボーイスカウト、大学院生、ご夫
婦、親子、水質専門家など1歳 7ヵ
月から70 代まで幅広い多彩な参加
者が干潮時間に合わせて、干潟の
半端ない漂着ごみをみんなでがっ
つり拾いました。荒川の本流水際
や運動公園のごみも拾うとともに、
自然保護区での自然観察、最新機器類や透視度計による水質検査、オ
プションで野菜ジュースの試飲も。クリーンエイドHPを見ての参加者
が多かったのも今回ならではの楽しい展開となりました。
❶4月29日
（月）❷21人
（5人）❸22袋
（9/1/12）❹12袋
（4/8/0）❺4個

11

綜合警備保障（株）

JR京浜東北線下流左岸（川口市）
／千葉 智和

❶12月7日
（土） 中止

大正大学 環境サークルsmile

北区・子どもの水辺（北区）
／園田 陽平

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

❶3月16日
（土）❷5人 ❹5袋
❶4月13日
（土）❷5人 ❹5袋
❶5月18日
（土） 中止
❶ 6月15日
（土） 中止
❶7月20日
（土） 中止
❶8月17日
（土）❷5人 ❸3袋
（3/0/0）
❶9月21日
（土）❷7人 ❸2袋
（2/0/0）
❶10月19日
（土）中止
❶11月16日
（土）中止
❶12月21日
（土）❷12人 ❹3袋

ていきます。
❶ 6月16日
（日）❷ 6人 ❸ 3袋
（1/1/1）❹3袋
（1/1/1）❺2個
❶12月7日
（土） 中止

13

16

板橋区立リサイクルプラザ

戸田橋上流右岸
（板橋区）／公門 義博

参加者は少なかったが、一人での
参加、親子、家族三世代と幅広い
層の方に参加いただいた。レジ袋
が多く散乱していたこと、タバコ
の吸い殻が想像以上に多かったの
には驚いた。参加者は皆一生懸命
に活動して、回収したごみを見て、
それぞれに感じたものがあったようだ。次回も参加したいと前向きな
意見が多く、初回としてはまずまずの成果であったと思う。
❶ 6月1日
（土）❷13人
（3）❸4袋
（3/0/1）❹2袋
（1/1/0）
❶10月5日
（土）❷8人
（1）❸4袋
（1/2/1）❹1袋
（0/1/0）

荒川運動公園〜三領水門（川口市）／上村 哲也

4

15

14

北区水辺の会

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

❶11月12日
（火） 中止

17

日本工営（株）

新荒川大橋下流右岸
（北区）
／九石 朋絵

大人20人、子ども5人の計25人で
ごみ拾いをしました。頻繁にクリ
ーンエイドが行われているためか、
私たちが拾ったごみはわずかでし
たが河川敷が常に綺麗な状態なの
は良い事ですね。ごみの中に花火
が30本もありました。これから花
火シーズンなのでこのようなごみが目立つようになりますね。
❶5月18日
（土）❷25
（5）人 ❸4袋
（3/0/1）❹2袋
（1/1/0）❺1個

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19日
（土）❷5人 ❸ 6袋
❶2月16日
（土）❷11人 ❸9袋
❶3月16日
（土）❷11人 ❸9袋
❶4月20日
（土） 中止
❶5月18日
（土）❷7人 ❸8袋
（2/3/3）❹2袋
（1/1/0）❺5個
❶ 6月15日
（土） 中止
❶7月20日
（土）❷16人 ❸3袋
❶8月17日
（土）❷13人 ❸5袋
❶9月21日
（土）❷7人 ❸7袋
❶10月27日
（日） 中止
❶11月16日
（土）❷14人 ❸17袋
❶12月21日
（土）❷8人 ❸20袋

18

北区

新荒川大橋下流右岸
（北区）／町田 岳

❶10月27日
（日） 中止

19

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29日
（日）❷96
（30）
人 ❸ 6袋
（3/2/1）❻城北信用金庫

20 足立区本木・水辺の会
扇大橋下流左岸
（足立区）
／三井 元子

❶ 6月8日
（土） 中止

市民団体
企業

14
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行政
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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15

21

豪田ヨシオ部（
（株）
クリエイティブPR）

西新井橋下流左岸
（足立区）
／畑中 勇二

豪田ヨシオ部は、これまで41大学、
1500人以上の大学生が参加したイ
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、
大学生と一緒にSDGsの14番
「海の
豊かさを守ろう」
への活動に繋げて
おります。特に冬の大会では、各
地で被害も多かった台風19号の影響で、河川には多くのごみが散乱し
ておりました。参加した大学生はごみの量に驚くだけでなく、災害や
防災についても考えるきっかけになりました。大学生に“学びの場”を
提供できているのも、荒川クリーンエイド・フォーラム様のご協力が
あってこそだと深く理解しております。これからも何卒よろしくお願
い致します。
1）❶ 6月8日
（土）❷221人 ❸84袋
（65/7/12）❹33袋
（27/36/0）
❺39個
2）❶11月30日
（土）❷140人 ❸109袋
（52/13/44）❹44袋
（16/28/0）
❺51個

22 東レ グループ、Xylem Japan（4/20のみ）
1）千住新橋上流左岸
（足立区）
／豊原 大樹、マイケル・ワット
2）千住新橋周辺右岸
（足立区）
／中嶋 環

活動前に、荒川クリーンエイド・
フォーラムから川ごみ・海ごみの
現状と地球環境・生態系への影響
について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。今年で6回目を迎えましたが、
リピーターも、初参加の者も、夢
中で清掃活動を行いました。「荒川の生物多様性に触れよう」をテーマ
にした自然環境教室も、子どもから大人まで生物多様性保全の大切さ
について学ぶことができ、大変好評です。
1）❶4月20日
（土）❷18
（1）
人 ❸20袋
（12/1/7）❹11袋
（4/7/0）❺9個
2）❶9月28日
（土）❷26
（3）
人 ❸27袋
（23/0/4）❹9袋
（2/7/0）❺29個
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足立成和信用金庫

25 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）／阿部 裕介

江北橋下流右岸（足立区）／1）吉野 真砂子、2 ）和田 真由子

27

日本水産
（株）

1）、2）江北橋下流右岸（足立区）／山口 仁美、川中子 誠
3）京成押上線下流右岸（墨田区）／畝尾 規子、坂井 静香
4）都営新宿線下流左岸(江戸川区）／坂井 静香

2019年は、4月に新入社員研修（2
回）、5月に本社各部署に設置して
いるCSR担当者向けの研修、9月
に従業員とその家族に向けたイベ
ントと、全 4回の活動を行いまし
た。海の恵みを享受して事業を営
む当社にとって、プラスチックご
み問題や生態系の保全は関係の深い社会課題です。荒川での環境学習
は、楽しみながら清掃活動ができるだけでなく、これらの課題につい
て学び、原体験する大切な機会となっています。
1）❶4月22日
（月）❷22人 ❸18袋
（13/1/4）❹7袋
（2/5/0）❺9個
2）❶4月23日
（火）❷21人 ❸26袋
（21/1/4）❹ 6袋
（2/4/0）❺18個
3）❶5月20日
（月）❷25人 ❸10袋
（8/0/2）❺15個
4）❶9月14日
（土）❷20
（2）
人 ❸28袋
（22/0/6）❹4袋
（1/3/0）❺23個

24

あだちSOLV

東武スカイツリーライン周辺左岸（足立区）／1）金谷 友依、2）3）山下 礼士

あだちSOLVは、2018年7月から
活動を開始した環境ボランティア
団体です。季節ごとに年3〜4回程
度、小菅駅周辺の荒川土手の清掃
イベントを実施しています。今年
は5月、7月、9月の計 3回行いまし
たが、7月の海の日には、「Blue
Santa」
、9月には
「World Cleanup Day」
とコラボし、日本各地や世界と
共通のビジョンを持ちながら、地域の方と一緒にごみを拾いました。
12月はあいにく台風復旧の関係で中止となりましたが来年から一層、
励んでいきます。
1）❶5月18日
（土）❷27
（4）人 ❸29袋
（17/4/8）❹13袋
（2/11/0）
2）❶7月15日
（月）❷20
（5）人 ❸23袋
（11/12/0）❹3袋
（1/2/0）
3）❶9月28日
（土）❷21
（7）人 ❸7袋
（4/2/1）❹3袋
（1/1/1）❺3個

28 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

私たちは約22万で組織する情報産
業労働組合連合会の東京都協議会
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、それに関連
した業種、関係した組織等で働く
仲間が集っており、それぞれ風土に
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などを開催しておりますが、その中でも5月の第4土曜
日を
「全国環境統一行動」
の日とし、地球環境を守る取り組みをしております。
❶5月18日
（土）❷280
（12）
人 ❸141袋
（100/10/31）❹54袋
（22/32/0）
❺46個❻ 電通共済生協

29（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

❶10月19日
（土） 中止
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東武伊勢崎線周辺右岸
（足立区）
／畔上 芳明

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。観察しながら清掃も行ってい
ます。今年から日本自然保護協会
「里地里山モニタリング」にも参加
し、年間を通じてモニタリングを
報告しています。都立公園ボラン

26（株）マルエツ

マルエツは、関東地方1都5県で
約300店舗を展開する首都圏最大
のスーパーマーケットチェーンで
す。今回、新入社員研修の一環
として春・秋合計150名が荒川ク
リーンエイドに参加しました。当
社が出店している 荒川流域での
活動を通じて、環境問題をより身近に感じ、店舗でのごみの削減や、
ごみの少ない 商品開発を目標にする等、未来に繋がる前向きな感想
が新入社員より多数集まりました。
1）❶5月24日
（金）❷90人 ❸ 63袋
（39/0/24）❹37袋
（16/21/0）❺11個
2）❶10月24日
（木）❷ 62人 ❸ 69袋
（37/1/31）❹18袋
（5/13/0）❺13個

34 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ（株）

扇大橋下流右岸
（足立区）
／角田 崇子

❶11月10日
（日） 中止

千住新橋下流左岸
（足立区）
／石塚 誠

❶9月8日
（日）❸2袋
（2/0/0）❹2袋
（1/1/0）

30 尾久の原愛好会

ティアにも加入しています。
❶10月27日
（日）❷4人 ❸5袋
（4/1/0）

31（株）日立ビルシステム

1）2）
千住新橋上流右岸、3）
常磐線下流右岸
（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。社会貢献活動としての河
川敷の清掃を身をもって体験する
ことによって、社会における企業
の役割について考えるきっかけや、
共同作業を通じてコミュニケーシ
ョン力やチームワーク力を養うことができました。自然共生社会の実
現に向けた取り組みとして、今後も活動を継続していきます。
1）❶4月9日
（火）❷94人 ❸ 67袋
（40/3/24）❹31袋
（12/19/0）❺20個
2）❶4月10日
（水）❷83人 ❸ 64袋
（35/2/27）❹14袋
（4/10/0）❺11個
3）❶4月11日
（木）❷109人 ❸119袋
（50/3/66）❹24袋
（8/16/0）❺91個

32（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム
1）
、2）
千住新橋周辺右岸
（足立区）
／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
べ少なかったです）。2020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21日
（木）❷20人 ❸46袋
（30/3/13）❹12袋
（3/9/0）❺16個
2）❶8月24日
（土）❷51
（5）
人 ❸43袋
（34/2/7）❹12袋
（3/9/0）❺29個

33 ジブラルタ生命保険（株）

1）
、3）
千住新橋下流右岸
（足立区）
／安楽 成彦、上月 浩祐
2）
葛西橋下流右岸
（江東区）
／磯部 博昭

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。当日は晴天に恵まれ、
またグラウンドでは足立区の凧揚
げイベントが行われていた事もあ
り、楽しい雰囲気での清掃になりました。一週間前に同じ場所で清掃
が行われた事を聞いていたため、実際はごみがほとんどないのではと
思いスタートしましたが、最終的には予想以上に多くのごみが集まり、
参加者の多くがごみ問題・環境問題の重要性について考えることがで
きました。
1）❶10月5日
（土）❷ 69
（7）
人 ❸21袋
（12/4/5）❹7袋
（1/6/0）❺15個
2）❶10月6日
（日）❷16
（1）
人 ❸5袋
（2/2/1）❹2袋
（0/0/2）❺1個
3）❶10月26日
（土） 中止

❶10月5日
（土） 中止

35 BNPパリバグループ
堀切橋上流右岸
（足立区）
／高橋 宰

5月12日
（日）
15名のBNPパリバ社
員と7名の子どもが参加しました。
落ちているごみを拾い集めて分別
し、最後に振り返りを行い、それ
ぞれ発表を行いました。水際で小
さな破片になっても決して水に分
解することのないプラスチックご
みは、魚や鳥が誤飲する恐れがあります。靴や衣類、使い捨てライタ
ー、ボールも大量に見つかりました。これだけの量のごみを拾っても、
半年後には40％のごみが戻ってくるそうです。清掃活動を継続しつつ、
人々の意識を変えていく必要があると参加者全員が痛感しました。BNP
パリバは、今後も荒川クリーンエイド・フォーラムを支援していきます。
❶5月12日
（日）❷22
（7）人 ❸36袋
（26/1/9）❹13袋
（7/6/0）❺12個

36 P＆G Japan（株）、Terra Cycle Japan（株）
堀切橋上流右岸
（足立区）
／松下 結城妃、Mayumi Lucas

海洋生物の体の中にマイクロプラ
スチック等が、かなりの確立で入っ
ているということが、認識できま
した。清掃した範囲はごくわずか
でしたが、ごみ袋が山のようになっ
たことが印象に残りました。今回
のイベントに参加したことで、分
かった事を周りに周知していこうと思いました。
❶3月24日
（日）❷14人 ❸81袋
（29/2/50）❹26袋
（10/16/0）❺16個

37

リコージャパン
（株）
、BRITA Japan
（株）
、
テクノプロ・ホールディングス
（株）

堀切橋上流右岸
（足立区）
／鳴島 里美

リコージャパンでは6月を全社員が
SDGsへの貢献に積極的に取り組む
月と位置付けて活動しています。
10年以上続けている活動として、
社員やその家族、賛同いただいた
企業や地域の皆さま、協賛いただ
いたBRITA Japan様、テクノプロ・
ホールディングス様と共に総勢約100名で実施しました。ごみ拾いの
後、自然環境教室とネイチャービンゴで楽しみながら環境について学
び、和気あいあいとした中で活動を行うことができました。参加した
子どもの言葉で
「みんなが平和になれないから、ごみを少しでもへらし
たい。
」
に皆が共感しました。
❶ 6月2日
（日）❷101
（10）
人 ❸111袋
（73/12/26）❹30袋
（14/16/0）
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

行政
学校
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（NPO）
ハンズオン東京
38 アレクシオンファーマ（合）、

42

今年も社会貢献活動の一環として、
ハンズオン東京様の協力のもと荒
川クリーンエイドに参加しました。
今年は晴天に恵まれ汗だくになり
ながらもごみ拾いに熱中しました。
また、河川ごみが環境に及ぼす影
響についても学ぶことができ、ご
みという身近な問題から環境問題を再認識する、とても良い機会とな
りました。
❶9月27日
（金）❷18人 ❸20袋
（13/1/6）❹ 6袋
（2/4/0）❺15個

ごみの種類の特定とカウントはと
ても重要なファクターだと思う反
面、実際に行ってみると、数えな
がら、特定しながら拾ってゆくと
かなりごみ収集がスローになって
しまう。今回は初めての活動とい
うこともあり、集計よりもいかに
多くごみを拾い集めるかに注力していたように思う。次回は正確に集
計出来るように何か対策を考えようと思った。とても有意義な活動と
ほぼ全員思っている。次回も是非。
❶11月15日
（金）❷10人 ❸ 68袋
（26/9/33）❺27個

堀切橋上流右岸
（足立区）
／乙黒 新平

39 三菱ケミカル（株）

堀切橋上流右岸
（足立区）
／市原 篤

近年、海洋プラスチック問題
に高い社会的関心が寄せら
れていことから、三菱ケミカ
ルは、2019年度より国内拠
点全23か所にて海・川・湖
等での清掃ボランティア活
動を行うこととしています。当社は、三菱ケミカルホールディングス
グループが掲げる「KAITEKI（人、社会、そして地球の心地よさがずっ
と続いていくこと）」の実現に向け、事業活動および企業市民活動を通
じて、循環型社会の構築やSDGsの達成に貢献してまいります。
❶11月10日
（日）❷151
（1）
人 ❸97袋
（79/5/13）❹16袋
（5/11/0）❺80個

40 マネックスグループ

堀切橋周辺左岸
（葛飾区）
／加藤 明子

マネックスグループの事業会社3 社
合同で、晴天の土曜日に初めて荒
川での清掃活動に従事。休日にも
関わらずファミリーも合わせて総
勢63名が参加しました。185袋が
集まった光景を見て参加者全員、
少しだけ環境保全に貢献できたか
なと感じています。小さなごみほど海洋汚染に悪影響であることを初
めて知った参加者もおり、子供たちも
「お魚さんが食べないように拾っ
たね」と話すなど、活動を通じて大変勉強になりました。
❶11月16日
（土）❷ 64
（14）
人 ❸185袋
（70/46/69）❺57個

41

コスモアースコンシャス
アクトクリーンキャンペーンin Tokyo

堀切橋下流左岸
（葛飾区）
／羽田 芝郎

コスモ石油とTOKYO FMをはじめ
とするJFN（全国FM放送協議会加
盟38局）
は、パートナーシップを組
んで地球の環境の保護と保全を全
世界に呼び掛けていく活動
「コスモ
アースコンシャスアクト」
を展開し
ています。
「アースコンシャス～地
球を愛し感じる心」をテーマに、「より自分らしくあるために、楽しみ
ながら、地球にやさしい暮らしを選んでいこう」という活動です。
❶9月29日
（日）❷500
（50）
人 ❸244袋
（165/43/36）❺90個
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ガイドワイア ソフトウェア ジャパン
（株）

堀切橋周辺左岸（葛飾区）／鶴見 優美

43 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年の創立以
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
を守り続けている会社です。2017
年より、新入社員研修の一貫とし
て荒川クリーンエイドを継続して
行っています。参加者からは
「初め
て荒川のごみ拾いを行い、頭では分かっているつもりだったが、実際
にやってみないと分からないことは沢山あるのだと、改めて気づくこ
とができました。」と感想が寄せられました。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。
❶ 6月13日
（木）❷7人 ❸17袋
（9/4/4）❺ 6個

44

葛飾区都市整備部調整課

1）首都高速6号線付近左岸、2）四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）／針谷 諒太

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。
秋のクリーンエイドは中川中学校
と共催で実施し、当日は一般参加者にもご参加頂きごみ拾いと調査を
行いました。
1）❶4月21日
（日）❷29
（25）人 ❸21袋
（8/7/6）❺個
2）❶10月5日
（土）❷137
（129）人 ❸54袋
（23/22/9）❺5個

45 非公開

四ツ木橋下流左岸（葛飾区）

1時間余りで22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。
❶9月8日
（日）❷11
（1）
人 ❸22袋
（12/3/7）

46 葛飾区立中川中学校、葛飾区都市整備部調整課

50（株）東京スター銀行

「荒川クリーンエイド」
で
「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5日
（土）❷139
（129）
人 ❸ 66袋
（22/24/20）❹5袋
（2/2/1）
❺71個

当行では、行員の社会貢献活動を
促進し、環境問題に取り組むきっ
かけ作りを目的として、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、
「限られた環境資
源を守るためには、1人1人の心
掛けが大切だ」
「子どもと一緒に参加し、非常に良い環境教育の機会に
なった」という声が上がりました。目的であった行員が環境問題に取
り組むきっかけとして、非常によい機会となりました。
❶4月6日
（土）❷109
（15）
人 ❸104袋
（54/24/26）❺10個

新四ツ木橋周辺左岸
（葛飾区）
／目々澤 幸雄

47

ローソングループ

木根川橋周辺左岸
（葛飾区）
／合田 早紀

ローソングループでは、1994年か
ら荒川クリーンエイドに参加させ
ていただいており、今年で23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
77名が参加。晴天にも恵まれ、さわやかな汗を流しました。約60分の
活動で80袋のごみと粗大ごみ10 個を回収しました。今後もローソング
ループでは地域の清掃活動に継続して取り組んでまいります。
❶11月9日
（土）❷77
（7）
人 ❸80袋
（35/26/19）❺10個

48（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
川クリーンエイドに参加しており、
今回で10回目です。バスタブや壊
れたリヤカーの枠組みなど
「いった
いどこから?」
と疑問が湧き上がる
粗大ごみ、相変わらずのごみの量、
種類に驚きながらも、今年も楽し
く活動できました。社員の環境に対する意識を高め、地域社会の一員
として社会課題の解決に取り組む責任があることを認識するきっかけ
も提供できる活動として、また、新入社員も含めた社員交流の機会と
して、これからも継続して参加してまいります。
❶4月13日
（土）❷38
（3）
人 ❸49袋
（29/11/9）❺ 48個

49 ヒロセグループ

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／盛岡 正成

当社は社員の社会貢献活動
促進のきっかけ創りとして、
全国で活動をしています。
東京地区では今年も多くの
参加者がクリーンエイドに
集まりました。残念ながら
雨により清掃時間も短くなりましたが、皆没頭して活動を行い、多く
のごみが収集され、達成感を味わうとともに驚きを隠せませんでした。
また子供たち向けに自然教室を開催いただき、皆大喜びでした。来年
も継続し、さらに多くのメンバーと活動したいと思います。
❶10月6日
（日）❷98
（3）
人 ❸170袋
（84/34/52）❺50個

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／遠藤 順子

51

Assurant Japan

木根川橋下流左岸
（葛飾区）
／Lori NISHIZAWA

Assurantは家電商品や携帯機器の
保証等をおこなっている会社です。
その日本法人であるAssurant Japan
では初めてのCSR活動として荒川
クリーンエイドを採用しました。
梅雨の晴れ間となった当日は藤本
社長以下、31名が参加し、66袋の
河川ごみを回収しました。ぬかるむ足場をものともせず、社員が一丸
となって地域のために汗を流しました。
❶7月8日
（月）❷31人 ❸ 66袋
（33/16/17）❺11個

52（株）セールスフォース・ドットコム

1）
四ツ木橋周辺左岸、2）
新四ツ木橋下流左岸
（葛飾区）
3）
京成押上線下流左岸、4）
木根川橋下流左岸
（葛飾区）
5）
京成押上線下流右岸
（墨田区）
／岡本 由美子、戸倉 雅子

「ビジネスは、世界を変える最高の手
段」
これは、1999年にサンフランシ
スコの小さなアパートで創業して以
来、セールスフォース・ドットコムが
信念としているメッセージです。そ
んな当社では、社会貢献活動の1つ
として「荒川クリーンアップ」
を実践
しています。海洋ごみ問題解決への寄与だけではなく、チームビルディン
グなど様々な効果が見込めることから、
新入社員研修にも取り入れています。
1）❶11月15日
（金）❷85人 ❸116袋
（73/3/40）❹51袋
（20/31/0）❺49個
2）❶10月2日
（水）❷25人 ❸38袋
（15/13/10）❺9個
3）❶4月2日
（火）❷ 60人 ❸39袋
（19/12/8）❺4個
4）❶5月8日
（水）❷56人 ❸124袋
（46/16/62）❺28個
5）❶11月5日
（火）❷53人 ❸23袋
（10/2/11）❹17袋
（10/7/0）❺11個

53（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

❶10月5日
（土）❷22
（2）
人 ❸10袋
（7/3/0）

54（株）メタルワン鉄鋼製品販売
平井大橋周辺左岸
（葛飾区）
／林 啓一郎

❶11月10日
（日）❷25
（3）
人 ❸21袋
（10/5/6）❺4個
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55 葛飾区立松上小学校

58

1）
平井大橋上流左岸
（葛飾区）／渋谷 英一
2）JR総武線下流左岸
（江戸川区）／渡邊 大
3）JR総武線下流右岸(江戸川区）／渋谷 英一

1）❶11月26日
（火）❷92
（80）
人 ❸31袋
（29/2/0）
2）❶5月24日
（金）❷109
（89）
人 ❸4袋
（2/1/1）❹1袋
（0/1/0）❺2個
❶10月30日
（水）❷103
（88）
人 ❸3袋
（1/1/1）
3）❶ 6月18日
（火）❷97
（79）
人 ❸16袋
（9/4/3）❹5袋
（3/2/0）4個

56 バキュームモールド工業（株）
首都高速5号線下流右岸
（墨田区）／田島 栄次

世界各地でプラスチック系ごみ問
題が報道され、すっかり悪者にな
った感のあるペットボトル。でも
考えてみれば少なくとも80年代の
日本経済の高度成長を支えてきた
元優等生たち。安価で軽くて清潔
で様々な形となって人々の生活を
便利にしてきたのに「今更それはないでしょう」ご本人達もそう言い返
してくるような。問題はそれらを適切に扱う人々の謙虚さとマナーで
はないか。淡々と拾い上げながら、そんなふうに思う今日この頃です。
1） ❶1月31日
（木）❷2人 ❸7袋
（4/1/2）
2） ❶2月27日
（水）❷2人 ❸ 6袋
（4/1/1）
3） ❶3月27日
（水）❷2人 ❸8袋
（4/2/2）❺1個
4） ❶4月24日
（水）❷2人 ❸7袋
（5/1/1）❺1個
5） ❶5月29日
（水）❷2人 ❸10袋
（6/2/2）❺2個
6） ❶ 6月26日
（水）❷2人 ❸15袋
（8/3/4）❺2個
7） ❶7月29日
（月）❷2人 ❸19袋
（11/3/5）❺1個
8） ❶8月19日
（月）❷3人 ❸17袋
（8/2/7）❺1個
9） ❶9月26日
（木）❷3人 ❸16袋
（10/3/3）❺2個
10）❶10月28日
（月）❷3人 ❸15袋
（5/3/7）❺1個
11）❶11月27日
（水）❷3人 ❸9袋
（5/1/3）❺2個
12）❶12月18日
（水）❷3人 ❸10袋
（7/1/2）

57

Tokyo River Friends

1）新四ツ木新橋周辺右岸（墨田区）、2）東西線周辺左岸（江戸川区）、
3）東西線下流右岸（江東区）／James Gibbs

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

❶10月26日
（土） 中止

Tokyo River Friends, Jambo International’
s river clup group, holds
regul armonthly clean up events
on Tokyo area rivers (generally)
the Arakawa and Edogawa) as
well as occasional beach clean
ups in the Kanto area. Participants
experience the rivers in and around Tokyo up close while engaging in
productive and fun activities while meeting like-minded people.
1）❶2月11日
（月）❷ 6人 ❸192袋
（180/8/4）❺15個
❶3月23日
（土）❷3人 ❸48袋
（40/5/3）❹17袋
（5/9/3）❺15個
❶5月26日
（日）❷4人 ❸46袋
（34/8/4）❺15個
❶11月24日
（日）❷3人 ❸84袋
（75/5/4）❺12個
❶12月15日
（日）❷11
（1）
人 ❸90袋
（59/1/30）❹17袋
（5/11/1）❺40個
2）❶2月3日
（日）❷5人 ❸40袋
（17/1/22）❹12袋
（5/7/0）❺1個
❶3月3日
（日）❷2人 ❸41袋
（24/2/15）❹8袋
（4/4/0）❺25個
❶4月7日
（日）❷ 6人 ❸47袋
（23/1/23）❹15袋
（8/5/2）❺20個
❶ 6月2日
（日）❷10
（1）❸ 62袋
（42/2/18）❹10袋
（2/8/0）❺22個
❶7月7日
（日）❷4
（1）
人 ❸34袋
（25/1/8）❹9袋
（3/6/0）❺20個
❶10月6日
（日）❷10
（1）
人 ❸50袋
（40/1/9）❹17袋
（5/11/1）❺10個
❶10月26日
（土）❷10人 ❸ 68袋
（28/3/37）❹29袋
（8/15/6）❺35個
❶12月1日
（日）❷10人 ❸100袋
（48/1/51）❹47袋
（17/29/1）❺50個
3）❶1月13日
（日）❷9人 ❸28袋
（23/2/3）❹8袋
（1/5/2）❺19個
❶ 6月22日
（土）❷13人 ❸38袋
（32/1/5）❹ 6袋
（2/4/0）❺15個
❶9月1日
（日）❷7人 ❸50袋
（30/10/10）❹14袋
（6/6/2）❺40個

59（株）エックスワン

「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
（日）❷31
（3）
人 ❸35袋
（25/3/7）❺15個

四ツ木橋周辺右岸（墨田区）／斉藤 麻衣子

❶ 6月8日
（土） 中止

61

グローリー（株）

新四ツ木橋下流右岸（墨田区）／柏木 茂一
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行政
学校

新四ツ木橋周辺右岸(墨田区）／伊藤 章

2019年IVUSAは長崎県内の公立高
校と熊本県内の公立高校の修学旅
行生を対象に荒川で河川ごみの実
態を見学してもらいました。海ご
み問題の実態を知ってもらうため
に簡単なレクチャーをしました。
身近な存在であるプラスチック製
品は、適切に処理されないと生物や自然に大きな影響を与えます。講
義の中で流したプラスチック製品を誤飲した動物の動画には多くの生
徒が衝撃を受けた様子でした。講義後は参加者全員で荒川の清掃活動
を行いました。海ごみ問題に対して何ができるか一人ひとりが考えて
作業できました。
❶12月4日
（水）❷45人 ❸ 6袋
（4/1/1）❺5個
❶12月12日
（木）47人 ❸7袋
（4/2/1）❺2個

63 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。
❶1月19日
（土）❷14
（6）
人 ❸9袋
（6/2/1）
❶ 6月1日
（土）❷9
（1）
人 ❸15袋
（8/4/3）❺3個

四ツ木橋周辺右岸（墨田区）／松本 龍詞

60 オルディ（株）

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

62（NPO）国際ボランティア学生協会 IVUSA

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。
❶10月26日
（土）❷20
（5）
人 ❸29袋
（19/4/6）❺13個

64（株）ユーニック

京成押上線周辺右岸
（墨田区）
／清水 直樹

今回の荒川河川敷活動には75名が
参加しました。初めての参加者が
33名と参加者の約半数で、ボラン
ティア活動に積極的な従業員の方
々が増えてきており、地域社会に
貢献しようと思う気持ちが高まっ
ている事を感じています。今後も
活動を継続して行き参加者を増やせる様にしてまいります。
❶5月18日
（土）❷75
（11）
人 ❸83袋
（26/22/35）❺１個
❶10月19日
（土） 中止

65 Bloomberg L.P.

1）
京成押上線下流右岸（墨田区）
／野口 有紀、Fiona Kim
2）
都営新宿線下流右岸（江戸川区）
／Fiona Kim

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
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12日
（金）❷5人 ❸22袋
（15/4/3）❺8個
❶5月29日
（水）❷36人 ❸35袋
（21/8/6）❺1個
❶9月4日
（水）❷14人 ❸25袋
（13/1/11）❹8袋
（4/4/0）❺11個
2）❶11月29日
（金）❷8人 ❸14袋
（11/0/3）❹3袋
（1/2/0）

66 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11人が清掃
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。
❶10月5日
（土）❷11人 ❸10袋
（9/0/1）❹4袋
（2/2/0）❺4個

67

松山油脂
（株）

木根川橋周辺右岸
（墨田区）
／杉崎 広信

❶10月26日
（土） 中止

68 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

中土手の会は毎月第3日曜日の活
動日に自然遊びや草刈りの活動と
ともに周辺のクリーンエイドを行
っています。今年は台風15・19
号の襲来でごみを沢山拾い、大木
のシダレヤナギとクヌギが途中で
折れ、トウネズミモチが根こそぎ
倒れて樹木の被害も甚大でした。今年も近隣の小学校の3・4年生延べ
500名余がここに来て植物や昆虫などそれぞれの
「目当ての学習」
を行い、
ヨシ笛やクズの輪投げ、ドングリのコマ回しなどの自然遊びをしました。
❶2月17日
（日）❷10人 ❸4袋
（3/0/1）❹1袋
（1/0/0）
❶3月17日
（日）❷4人 ❸4袋
（3/1/0）
❶ 6月16日
（日）❷2人 ❸2袋
（2/0/0）
❶7月21日
（日）❷2人 ❸5袋
（3/2/0）
❶9月15日
（日）❷3人 ❸2袋
（2/0/0）
❶10月20日
（日） 中止
❶11月17日
（日）❷11
（2）
人 ❸35袋
（30/1/4）❹5袋
（2/3/0）❺2個
❶12月15日
（日）❷8
（1）
人 ❸2袋
（1/1/0）
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69 葛飾区立小松南小学校

JR総武線下流左岸
（江戸川区）/杉田 綾美、吉田 貴美子

清掃活動と共に自然遊びをさせていただき、貴重な体験をさせていた
だきました。
❶3月8日
（金）❷100
（88）
人 ❸9袋
（6/2/1）
❶7月1日
（月） 中止
❶10月2日
（水）❷ 69
（63）
人 ❸8袋
（5/2/1）❺4個

70

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

ぱっと見はあまりごみがなかったが、よく見るとあちこちに落ちてい
ました。ありがとうございました。
❶ 6月7日
（金） 中止
❶11月1日
（金）❷59
（55）人 ❸3袋
（1/1/1）❹1袋
（1/0/0）

71

電機・電子４団体
（JEMA、JEITA、CIAJ、JBMIA）

1）
都営新宿線下流左岸、2）都営新宿線下流右岸（江戸川区）／安藤 直子

電機・電子4団体生物多様性WGで
は、ACFの協力を得て、4団体正会
員企業を対象とした生物多様性保
全活動実践説明会を開催。今回は
特に
「海洋プラスチック問題に企業
が貢献できること」
をメインテーマ
に企画しました。日本国内でのプ
ラスチックリサイクルの多くは熱回収。現状、全てをマテリアルリサ
イクルできないことから、まずは「リデュース」が必要であること、そ
のためには事業所内で使い捨てプラスチックの利用を減らすことで新
たなごみの発生を抑制でき、その結果、陸域から海洋までの生物多様
性保全に繋がることを学習しました。
1）❶3月25日
（月）❷15人 ❸29袋
（24/1/14）❹13袋
（4/9/0）❺33個
2）❶10月30日
（水）❷27人 ❸27袋
（14/1/12）❹11袋
（5/6/0）❺11個
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パタゴニア東京・渋谷

都営新宿線下流左岸
（江戸川区）／野原 梨香

今回、パタゴニア渋谷店の
「フィール
ドデー」
の一環として荒川クリーンエ
イドの清掃活動に取り組みました。
参加した一人ひとりが、河川ごみや
マイクロプラスチック問題の現状に
ついて知ることができました。実際
に体感したことで様々な気づきを
得ることができ、また、同じ時間を仲間と共有できたことが大きな収穫
となりました。この問題をどう解決していくのか、みんなで模索しています。
❶4月4日
（木）❷29
（2）
人 ❸36袋
（27/1/8）❹9袋
（4/5/0）❺4個

（認定NPO）
サービスグラント／SMFGプロボノチーム

マー ケ ティン グ 戦 略プ ロジェクト
今回は荒川クリーンエイドの実施企業を対象に、現状の
取組みが企業の担当者にどのように評価されているか、こ
れまでの広報物などの情報発信がどのように受け止められ
ているかをヒアリングやアンケートなどを通じて調査し、
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東京都環境局

1）都営新宿線下流左岸（江戸川区）
2）葛西海浜公園西なぎさ（江戸川区）／佐々木 仁、近藤 友樹

小学校教員向け環境教育研修会
「川
はごみの通り道～荒川からごみ問
題が見えてくる」を開催しました。
本研修会は、小学校教員等を対象
に、子どもが体験して楽しく学ぶ
手法を提案し、教科学習と連携さ
せ授業に活かしていただくために
実施するものです。今回は、フィ
ールド実習として、荒川河川敷で
ごみ拾いを行い、その発生原因を
考えるとともに、午後の講義を通
じて、海ごみが生態系に与える影
響などを学んでいただきました。
また、3月には葛西海浜公園西なぎ
さでスポーツGOMI拾い大会を開催いたしました。本講座は、東京2020
オリンピック競技大会500日前イベントとして実施しました。
1）❶8月5日
（月）❷25人 ❸25袋
（16/1/8）❹3袋
（2/1/0）❺4個
2）❶3月16日
（土）❷100
（20）
人 ❸20㎏
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JAMBO International Center

葛西橋下流左岸
（江戸川区）
／David Howenstein

環境保護に関する活動をこれから
もごみ拾いを通して続けていく予
定です。
❶5月6日
（月）❷20人
❸45袋
（19/16/10）
❹25袋
（10/15/0）❺3個
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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）／林 秀

ローターアクトクラブは地域のロー
タリークラブから支援を受けて、18
歳～30歳までの若い世代が中心
となり活動しています。主には地域
の奉仕活動など多種多様な交流活
動を通じて、次世代を担うリーダー
を育成することに取り組んでいま
す。東京東江戸川ローターアクトクラブでは、活動拠点である江戸川区で
地域奉仕活動として、毎年年に2回この荒川クリーンエイドを行っていま
す。今年は他の地域で活動するクラブの参加もあり、15人で活動しました。
環境保全活動としてだけでなく、貴重な交流の場にもなっています。
❶3月16日
（土）中止
❶10月26日
（土）❷15人 ❸9袋
（6/1/2）❹4袋
（2/2/0）❺2個

どうすれば、河川／海洋
ごみ問題により一層の興
味を持っていただけるか
という視点で、参加者拡
大に向けた施策を検討いただきました。
SMFG

高見澤 真志、上松 一也、興津 和宏、
高木 知子、中条 寧恵
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江戸川区土木部

葛西橋上流左岸
（江戸川区）
／芳賀 恵介

江戸川区役所土木部が職員の体験
型研修の1つとして計画し、区民参
加による活動として毎年実施して
います。実施後のふりかえりの中
では環境問題の講演や研修に参加
するより実際にごみの状況を身に
感じることができ、環境問題につ
いて考える機会になったとの意見もありました。その他にも色々な意
見があり、参加者の皆さんは各自、環境問題について考えることがで
きたと思います。
❶11月12日
（火）❷35人 ❸36袋
（17/6/13）❹9袋
（4/5/0）❺15個
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DEXTE-K

79

小松川平井地区連合町会

木根川排水機場～ロックゲート
（江戸川区）
／江頭 正恭

❶11月24日
（日）❷2,158人

80 小松川信用金庫

平井大橋周辺右岸
（江戸川区）
／高橋 桂治

この活動に参加して今年で10回目
を迎えました。前回よりも参加者
が増えたのですが、ごみも増えて
おりました。ごみの内訳はという
と、去年同様、タバコの吸殻や食
品のポリ袋が目立ちました。小さ
なごみだからポイ捨てすることへ
の罪悪感も小さいのでしょうか？ 色々、考えることの出来る1日でした。
❶ 6月1日
（土）❷133
（6）
人 ❸36袋
（19/5/7）❹19袋
（13/6/0）❺4個

葛西海浜公園西なぎさ
（江戸川区）
／橋爪 慶介

秋晴れの下、総勢66名の方々に集
まっていただきました。企業参加
はTOTOグループ、エコー電子工
業、大同生命、JL Japanのみなさ
んでした。9月＆10月の台風がも
たらした名残の漂着ごみが荒川河
口堰にたくさんありました。全て
は収集しきれない状態ではありましたが、かなりたくさん収集しまし
た。渚エリアは比較的漂着ごみは少ない状態でしたが、草むらのほう
まで細かいごみが飛散しており、多くの方に小まめに小さいごみをた
くさん収集していただきました。小さいごみほど生物が誤食や誤飲し
てしまう可能性が高いので、直接環境保全に有効な活動になったと実
感しています。今年最後の活動でしたが、無事に活動を終えることが
できました。ご参加くださったみなさま、関係者のみなさま、ありが
とうございました。
❶3月16日
（土）❷25
（3）
人 ❸25袋
❶4月20日
（土）❷33
（2）
人 ❸22袋 ❺13個
❶5月18日
（土）❷32
（3）
人 ❸23袋 ❺14個
❶ 6月1日
（土）❷28
（2）
人 ❸20袋
（15/0/5）❺15個
❶ 6月15日
（土）中止
❶7月20日
（土）77
（9）
人 ❸51袋
（46/0/5）❺13個
❶8月17日
（土）❷ 63
（2）
人 ❸41袋 ❺17個
❶9月7日
（土） ❷30
（2）
人 ❸17袋 ❺9個
❶10月19日
（土） 中止
❶10月27日
（日）❷45
（2）
人 ❸17袋 ❺16個
❶11月16日
（土）66
（5）
人 ❸43袋
（35/1/7）❺31個

78（認定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）
／岩瀬 耕二

えどがわエコセンターでは、ラム
サール条約登録地である葛西海浜
公園東なぎさの自然環境保全のた
め、毎年6月と11月に清掃活動及
び自然観察会を実施しています。
今回の清掃活動では、台風の影響
もあり、前回よりも多くのごみが
回収できました。清掃活動後は、他団体の協力のもと、自然観察会を通
じて鳥類・植物・底生動物を実際に見ることで、この土地が自然豊かで
あり、守り引き継ぐ必要があることを参加者に実感してもらいました。
❶ 6月8日
（土）❷56人 ❸14袋
（12/0/2）❹3袋
（2/1/0）❺4個
❶11月9日
（土）❷70
（14）人 ❸31袋
（19/5/7）❺23個
❻
（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム、葛西東渚・鳥類園友の会、
日本野鳥の会東京、江戸川区子ども未来館
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川の手ファンクラブ

1）
JR総武線上流左岸
（葛飾区）
、2）
JR総武線下流右岸
（江戸川区）
／高山 亮

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
参加くださいね！
1）❶2月24日
（日）❷9
（2）
人 ❸51袋
（40/5/6）❺14個
2）❶4月21日
（日）❷24
（3）
人 ❸16袋
（11/4/1）❺21個
❶5月11日
（土）❷14
（3）
人 ❸8袋
（7/1/0）❹2袋
（1/1/0）❺43個
❶7月15日
（月）❷12
（1）
人 ❸23袋
（17/3/3）❹2袋
（1/1/0）❺ 68個
❶9月8日
（日）❷12
（1）
人 ❸19袋
（14/2/3）❹3袋
（1/2/0）❺7個
❶10月14日
（月） 中止
❶11月10日
（日）❷5
（1）
人 ❸18袋
（10/0/8）❹ 6袋
（2/4/0）❺ 63個

82 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

荒川の干潟で子どもたちと遊び学
ぶ下平井水辺の楽校。その中で、荒
川クリーンエイドは、身近な荒川を
守る活動でもあり、世界の海を守
る活動、そして日々の生活をふりか
えり、何ができるんだろうと考える機
会になっています。宝探しのように
楽しく活動する子どもたち、すごいです
（笑）
。水辺の生き物たちとふれあい
ながら、子どもたちとThink Globally, Act Locallyを実践しています！
❶4月21日
（日）❷77
（27）
人 ❸29袋
（22/1/6）❹8袋
（3/5/0）❺21個
❶5月11日
（土）❷22
（8）
人 ❸3袋
（1/1/1）❹2袋
（1/1/0）
❶ 6月9日
（日） 中止
❶7月14日
（日） 中止
❶9月8日
（日）❷53
（27）
人 ❸4袋
（2/1/1）
❶10月14日
（月）中止
❶11月10日
（日）❷11
（4）
人 ❸13袋
（11/1/3）❹3袋
（1/2/0）
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83 江戸川区立平井小学校

87 ソーダストリーム（株）

91

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14日
（木）❷96
（88）
人 ❸15袋
（11/1/3）❹4袋
（2/2/0）❺41個

世界No.1の炭酸水ブランドである
ソーダストリーム株式会社（代表：
ダニエル・バーンバウム、所在地：
東京都渋谷区）
は、世界規模で広が
るイベント「World Cleanup Day
（地球をきれいにする日）
」
の前日で
ある2019年9月20日
（金）
に、江戸
川区の荒川東大島河川敷にて当社主催の「クリーンアップイベント」を
実施しました。当日は河川ごみの解決に向けて20年以上活動を続ける
NPO法人
「荒川クリーンエイド・フォーラム」
協力の下、一般の方から
も参加者を募り清掃活動を行い、全体で約30名が活動に参加いたしま
した。
❶9月20日
（金）❷30人 ❸41袋
（25/1/15）❹7袋
（4/3/0）❺10個

船堀橋上流右岸
（江戸川区）
／原田 眞佐子

JR総武線下流右岸
（江戸川区）／永山 玲子

首都高速7号線下流右岸（江戸川区）／武井 史樹

84 江戸川区立平井東小学校
JR総武線下流右岸
（江戸川区）／水野 恵市

江戸川区立平井東小学校は荒川の
近くに学校があります。荒川での
自然学習やクリーンエイドを通し
て、草や水と共存すること、人間
は自然に対して何が出来るかを考
えて学習しています。荒川の自然
を守り、これからも気持ちよく過
ごせる場所であって欲しいと思います。
❶12月12日
（木）❷ 60
（54）
人 ❸14袋
（8/1/5）❹ 6袋
（2/4/0）

85 RockCorps supported by JT 実行委員会

88 江戸川区立小松川第二小学校
首都高速7号線下流右岸（江戸川区）／栗原 慎

当校は荒川の近くにあり、荒川は
子どもたちにとって身近な存在で
ある。毎年、4年生が総合学習「環
境」のスタートとして、活動に参
加させてもらっています。川に生
息する生き物や川に流れ着くごみ
などから、一人一人テーマを設定
し、環境学習に取り組んでいます。
❶9月26日
（木）❷103
（100）人 ❸14袋
（10/0/4）❹7袋
（4/2/1）❺16個

小松川橋下流右岸
（江戸川区）／ 横山 和幸

合言葉は「Give, Get Given !」4時
間、誰かのために体を動かし、そ
の対価として、ライブを楽しむ。
それが、RockCorps！ 世界的ムー
ブメントとなっているRockCorps
は、今年で日本上陸6年目を迎えま
す。2019年のキーワードは「HOME
COMING」RockCorpsが福島に帰ってきました！さらにセレブレーシ
ョン会場は福島県白河市で実施。「Homecoming（帰郷）」として福島に
帰ってきたRockCorpsでは、今年も福島と関東で多くの復興支援活動
や社会貢献活動のお手伝いをボランティアとして行いました。
❶7月27日
（土）❷22人 ❸24袋
（15/2/7）❹7袋
（2/5/0）❺2個

86 ふるさと清掃運動会実行委員会
首都高速7号線周辺右岸
（江戸川区）／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13年目です。
今年は当初の開催予定日が台風の
影響で順延となり、12月に開催し
ました。例年は700人～1000人の
大規模な活動ですが、今年は小規模ながら充実した活動となりました。
❶12月15日
（日）❷90
（10）人 ❸171袋
（131/6/34）❹52袋
（32/20/0）
❺129個

市民団体
企業
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行政
学校

89 島村運輸倉庫（株）

江戸川･生活者ネットワーク、
ガールスカウト第215団

初めて練馬区から7名の参加が有り
ました。今年はヨシが刈られてお
らず、実施日の当日に急遽ボラン
ティアの方が10mほど草刈機で刈
ってくれました。おかげで台風で
流れ着いたごみを拾うことが出来
ました。台風で水かさがましたせ
いか、ごみは大半が泥に埋まっていて大変拾いにくかったです。草を刈
ったばかりのせいか、カニが沢山出てきて、子どもたちは大喜びでした。
❶11月3日
（日）❷56
（24）
人 ❸24袋
（15/3/6）❹10袋
（2/8/0）❺2個

92

プリンストン大学 ジャパンクラブ

船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／ヒル トレボー

This was the first time for the
Princeton Club of Japan to hold
a community service event and
given our needs the Arakawa
Clean Aid was the perfect way
to do it. Transportation and access are easy. People of all ages
and physical conditions can participate. You getto make a difference right before your very eyes in a place that is critical to the very
survival of our species on this planet. As many of our participants
commented in closing, We really want to see this become an annual
event.”Trevor Hill, Champion for Princeton Club of Japan Community Service Committee.
❶5月26日
（日）❷26
（10）
人 ❸19袋
（16/1/12）❹3袋
（1/2/0）

船堀橋上流右岸（江戸川区）／嶋村 文男

まだまだ沢山ごみが有ります。合
言葉は
“荒川で ちょっといいこと ご
み拾い”
是非参加してみませんか?
私たちも毎年やっていますが、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。
一人一人が普段から“ポイ捨て”を
意識していればこんなにごみが溜まることはないと思います。未来の
子どもたちに自然環境を残しましょう ! ! !
❶5月11日
（土）❷34人❸24袋
（11/4/9）❹11袋
（10/1/0）❺1個
❶11月9日
（土）❷36人❸24袋
（15/1/8）❹11袋
（10/1/0）

90（一財）アールビーズスポーツ財団
船堀橋上流右岸（江戸川区）／船津 智成

ランニング大会(東京30K)にて実
施。好天に恵まれ、ご参加頂いた
皆さまも協力的でした。
❶1月20日
（日）❷7
（4）
人
❸5袋
（3/2/0）❺3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

93 ＳＭＢＣ日興証券（株）

船堀橋周辺右岸
（江戸川区）
／下村 昌弘、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。今回は、
約140名の社員が参加し、1時間程
度の清掃活動を行いました。参加者
からは、毎年参加していてもごみが沢
山あるとの声もあり、活動を継続して
行うことの重要性を再認識させられま
した。プラスチックごみなどの環境問題が深刻化している今日、SMBC日興
証券では、今後も様々な活動を通して環境問題の解決に取り組んで参ります。
❶ 6月1日
（土）❷190
（10）
人 ❸124袋
（81/11/32）❹12袋
（3/9/0）❺9個

94 東海東京アカデミー（株）

都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）
／大野 哲嗣

弊社では平成31年度新入社員研修
の一環として、
「荒川クリーンエイ
ド」
に参加しました。2日間にわた
り総勢174人での参加となり、受
講者は皆、なぜこんなにも多くの
ごみがあるのか? ごみはどこから
生まれてくるのか? など多くの
「な
ぜ」
を考えさせられ、生態系に対する問題意識や、人間社会へ与える影
響などに危機感を覚えた様子でした。金融機関の新入社員として地域
社会における自分達の役割や責任を深く考える機会となりました。
❶5月8日
（水）❷90人 ❸35袋
（15/6/14）❹10袋
（5/5/0）❺11個
❶5月10日
（金）❷90人 ❸37袋
（26/1/10）❹8袋
（4/4/0）❺9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）
／加藤 高雄

住友生命では全職員が参加
するボランティア活動を1992
年より実施しており、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、毎年約400名の職員が
参加する活動となっています。台風後で活動が心配されましたが、当
日は天候にも恵まれ、職員だけでなくその家族も多く参加し、子ども
向けプログラムである自然環境教室は大変人気でした。今年で12年目
を迎えましたが、今後も継続して本活動に取り組んでまいります。
❶11月9日
（土）❷382
（53）
人 ❸230袋
（141/3/86）❹28袋
（13/15/0）
❺15個

96 台東区立環境ふれあい館ひまわり
都営新宿線周辺右岸
（江戸川区）

今回は貴重な体験の場を設定して
いただきありがとうございました。
日頃の同様の体験場所とは比べも
のにならないくらい狭く小さな場
所でも沢山のごみが折り重なって
いることに一同驚きました。拾い
きれないほど重なったプラスチッ
クごみを前に、やはり分別が大事、定期的にやることが大切、ポイ捨
てを減らす、ごみをきちんと捨てる、ごみになるものを使わない、も
っとリデュースをする、他の人も誘ってプラスチック問題についても
話したいなどの意見がありました。
❶8月22日
（木）❷19
（8）
人 ❸15袋
（7/3/5）❹5袋
（2/3/0）
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非公開

都営新宿線下流右岸
（江戸川区）

❶12月1日
（日）❷171人 ❸176袋
（116/1/59）❹33袋
（17/16/0）❺23個

98 アメリカン・エキスプレス・ジャパン（株）、
（NPO）
ハンズオン東京

船堀橋周辺右岸
（江戸川区）

昨年に引き続き、社員7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。多くのごみが散
在している現状を目にし、環境保
護への意識を高めるきかっけとな
りました。限られた時間であって
も、想像以上にごみを回収するこ
とができました。また、ごみを拾うだけでなく、荒川クリーンエイド
の方にごみの種類、地域の様子、日々の清掃活動についても教えて頂
き、地域の問題として実感を持って理解することができました。
「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。
❶4月24日
（水）❷9人 ❸42袋
（30/1/11）❹8袋
（3/5/0）❺8個
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99 江東区立第五大島小学校

104 フィリップ モリス ジャパン（合）

清掃活動の前に荒川の環境に関す
るグループワークなどもあり、ご
み拾いを通して、ごみの分別、ご
みの被害、その後の生態系の行方
まで楽しく実感を伴って学習する
ことができました。実際にごみを
拾うたびに
「自分は捨てない」
「この
ままではいけない」
という決意や危機感を感じる学びの場となりました。
本当にありがとうございました。
❶10月24日
（木）❷ 69
（65）
人 ❸10袋
（8/0/2）❹3袋
（1/2/0）❺13個

World Cleanup Dayの一環として
荒川河川敷砂町水辺公園（江東区）
で清掃活動をしました。この日は
22名が参加し、わずか1時間の活
動で16袋
（約40kg）
の散乱ごみ
（45
ℓ換算）
と23個の粗大ごみを回収し
ました。参加者からは
「想像以上の
ごみの量に驚いた。また機会があれば参加したい。
」
、
「細かくなったプ
ラスチックを拾うのはとても大変」
などの感想がありました。フィリッ
プモリスジャパンでは今後も活動を継続していこうと思っています。
❶9月20日
（金）❷20人 ❸15袋
（11/0/4）❹4袋
（1/2/1）❺23個

ロックゲート下流右岸
（江戸川区）／田中 大輔

100（株）カルモア

葛西橋下流右岸
（江東区）
／中山 豊

❶12月8日
（日）❷30人 ❸22袋
（14/4/4）❺8個

清砂大橋下流右岸（江東区）／濱中 祥子、山尾ゆり

105

FactSet Pacific INC.

清砂大橋下流右岸（江東区）／小澤 太郎

秋晴れのもと、多数の参加者が集まった。今年は台風被害で上流地域
は次々と中止と聞いた。いつもは手入れされた芝生の上にまでごみが
からまっていて驚いたが、後日、写真で見た上流河川敷の汚泥に浸っ
た姿は悲惨であり、本当に決壊も連想させた。参加者の意見にも上流
から台風のせいで流れついたのかもとも書かれていたが、生活ごみが
多いのも、プラスチックごみが想像以上に多かった事も参加者の意識
を変えたと思う。
❶10月26日
（土）❷ 63
（6）人 ❸11袋
（6/3/2）❹2袋
（1/1/0）❺4個

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ティ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。
❶5月31日
（金）❷7人 ❸15袋
（11/1/3）❹3袋
（1/2/0）❺4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

楽天銀行（株）

清砂大橋周辺右岸
（江東区）
／善本 慧、古沢 若葉、川村 美紗子

2018年度に引き続き、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93名にてごみ拾いを実施しまし
た。荒川の下流〝東西線周辺右岸″
にて、燃やすごみとペットボトル
を合計52袋（45ℓ）、びん・缶を合計15袋（20ℓ）、粗大ごみ合計29個
を回収しました。今回もNPO法人荒川クリーンエイド・フォーラムに
本活動をサポートいただきました。
❶12月8日
（日）❷98
（13）
人 ❸52袋
（40/3/9）❹15袋
（8/7/0）❺29個

化学総連東京地連

清砂大橋下流右岸（江東区）／浅利 航希

❶ 6月1日
（土）❷11人 ❸20袋
（12/5/3）❹3袋
（0/2/1）❺5個

107

江東エコリーダーの会

新砂干潟（江東区）／齋藤 宣子

103 東京都立東高等学校

清砂大橋下流右岸
（江東区）
／保倉 毅之

だんだんとキレイになっていく川
を見てやりがいを感じ、改めて掃
除はいいものだなと思いました。
また、雨上がりで岩場がぬかるん
でいて、とても歩きづらかったで
す、その雨によって下見の時より
もごみが増えていたような気がし
ました。今後もこのようなボランティア活動があったら参加していき
たいと思いました。なお、ボランティアだけでなく、ごみが道端に落
ちていたら、拾って捨てようと思います。
❶12月23日
（月）❷252人 ❸20袋
（6/12/2）❺22個
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細かなごみから大きなごみまでプ
ラスチックごみが沢山有りました。
軽く風に飛ばされ易い物が特に多
かったと思います。キャンプやピ
クニックでは注意が必要だと思い
ました。土の中に埋もれている袋
も多くて思っていた以上の量に驚
きました。子どもにとってごみ問題を考える良いキッカケになりました。
❶5月18日
（土）❷35
（11）
人 ❸16袋
（11/3/2）❺3個
❶7月27日
（土）❷13人 ❸15
（13/2/0）
❶11月9日
（土）❷27
（8）人 ❸10袋
（7/1/2）❹3袋
（1/2/0）❺24個

環 境 教 育の推 進／
生物多様 性の保全

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、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。
撮影：野村 圭佑

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
セイタカ
アワダチソウ

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

荒川から全国、そして世界へとつながる

こう

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

すいじき

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。
■荒川下流自然管理アダプト制度
荒川の抱える課題
●
●
●

外来種

●

高水敷の樹林化
漂着ごみの堆積

●
●

＜アダプト制度＞
地域住民と
維持管理

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、2019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。

入念な準備が活動を支えていた

ごみ拾いだけじゃない

武蔵野大学工学部環境システム学科

武蔵野大学工学部環境システム学科

土肥武史

ごみ拾いというシンプルな活動でも、その実践に
は安全管理などの入念な準備が必要であることを知
りました。また、調べるごみ拾いの結果を整理し、
見える化することで今後の対策にするなど奥深い活
動であると感じました。どうしたら効率よくごみを
なくせるかを考える良い機会になりました。
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流 域・全 国・世 界・
他 セクターとの 連 携

若林美里

インターンシップはとても内容の濃い充実した時間を
過すことができました。参加前は
「荒川クリーンエイド」
と
いう名前から荒川へ行き、ひたすらごみを拾うのだと思っ
ていましたが、実際には川だけでなく街のごみ調査、講演
とても幅広い活動をしていることが分かりました。私が
清掃活動に参加したのは一度だけでした
（笑）
大学でも環境を学ん
でいるので、得られた知見を今後のゼミや報告会で話すことから
始め、社会に出てからもこの経験を活かして発信していきます。

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

より 多 くの 人 に 知 って もらうた め に

■広報
●ポスター （B3サイズ）

●リーフレット （A4サイズ）

今年のポスター・リーフレットは、青紫色の帯をベースとして、
荒川とその水際に溜まるごみが写り、現状がわかる印象的なデザインとしました。
※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。

●ホームページを大幅リニューアル

よりわかりやすく情報を入手できるように、
ホームページを大幅にリニューアルしました。
■環境フォーラム・環境イベントへ参加
様々な環境系セミナー等での講演やイベントに出展しました。

↑この 絵 の 中 に
トビ ハゼとフ ナムシ が
そ れぞ れ1匹 ず つま ぎ れこんで いま す。
（ 見つ けられるでしょうか？）

日程

イベント名・企画展名

主催

2/2
（土）
3/16
（土）
3/28
（木）
4/14
（日）
4/28
（日）
6/1
（土）
7/18
（木）
8/5
（月）
10/30
（水）
11/26
（火）
12/15
（日）

川の再生交流会
（出展）
スポGOMI in 葛西 西なぎさで海ごみ問題を考えよう
（講演）
海洋ごみ問題解決のための講演会
（講演）

埼玉県
東京都環境局
日本プラスチック工業連盟

ミスアース東京／埼玉 ビューティートレーニング

ミスアース東京/埼玉事務局

環境フェア2019
（出展）
CSR-NPO 未来交流会
（話題提供）
令和元年度 小学校教員向け環境教育研修会
（講演）
海洋プラスチック問題に企業が貢献できること
（講演）
第2回マイクロプラスチックシンポジウム
（講演）
第23回市民科学研究会 マイクロプラスチックから市民科学を考える
（講演）

江戸川区
東京湾再生官民連携フォーラム
東京都環境局
一般社団法人 日本電機工業会
マテリアルライフ学会
一般社団法人 生物多様性アカデミー
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2019 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）、宝ホールディングス株式会社、Adobe Systems Co., Ltd.
TMコミュニケーションサービス株式会社、ヒロセホールディングス株式会社、リコー社会貢献クラブ・FreeWill （順不同）

■協賛
一般協賛

ご協賛ありがとうございます。
(五十音順)

アルミ缶リサイクル協会、株式会社エーピーカンパニー、Google Ad Grants、公益社団法人食品容器環境美化協会、
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、

団体

個人

以下51団体
足立成和信用金庫、あだちSOLV、
（一財）
アールビーズスポーツ財団、
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、
（認定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、香取神社、
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、
（NPO）
国際ボランティア学生協会、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、
情報産業労働組合連合会東京都協議会、JAMBOInternationalCenter、
（株）
新生銀行、住友生命保険
（相）
、
38人
（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、
（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）
、
日本プラスチック工業連盟、バキュームモールド工業
（株）
、バリオセキュア
（株）
、
（NPO）
ハンズオン東京、
Bloomberg L.P.、松尾建設
（株）
、松山油脂
（株）
、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）
フィールドワンプロモーション、
（株）
ワイズインテグレーション

正会員

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、
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

物品協賛

会員区分

賛助会員

以下15団体
Assurant Japan
（株）
、ソーダストリーム
（株）
、ガイドワイアソフトウェアジャパン
（株）
（
、株）弘輝、東海東京アカデミー
（株）
、
BNPパリバ・アセットマネジメント
（株）
、ヒロセホールディングス
（株）
、Point72 Asia
（North Asia）Limited, Japan Branch、 16人
FactSetPacific.Inc.、ふるさと清掃運動会実行委員会、認定NPO法人ふるさと東京を考える実行委員会、
White & Case LLP / White & Case Law Offices、
マネックスグループ
（株）
、三菱ケミカル
（株）
、六興電気
（株）

特別
賛助会員

以下15 団体
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

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

（2019.12.20 現在）
■後援

荒川クリーンエイド2019への後援をいただきました。
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、

■役員

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31年度荒川下流管内水辺等管理支援補助業務）
■助成事業 以下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
（一社）関東地域づくり協会
（公財）河川財団
三井物産環境基金
（一財）セブン-イレブン記念財団

採択されたプロジェクト名
平成31年度荒川環境美化活動広報・支援事業
荒川河川ごみIT で見える化プロジェクト
ストップ！ プラごみ 海へ出る前に ～荒川発！ プラスチックごみ対策～
環境市民活動助成 ごみの種類と数を調査する「調べるごみ拾い活動」

■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、古澤 いずみ）
（認定NPO）サービスグラント／SMFGプロボノチーム（P22）
■インターン （明治大学）
宮本 理紗子、山本拓 （武蔵野大学）
土肥 武史、若林 美里 （五十音順）

役名

氏名

所属等

1

代表理事

高山 亮

川の手ファンクラブ代表

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

5

理事

今村 和志

6

理事

鬼平 勝之

江戸てぬぐい職人

7

理事

兼廣 春之

東京海洋大学名誉教授

8

理事

藤森 夏幸

荒川クリーンエイド・フォーラム職員

9

監事

佐藤 正兵

中土手に自然を戻す市民の会代表

10

監事

菅谷 輝美

新河岸川水系水環境連絡会代表

１1

監事

中嶋 美南子 下平井水辺の楽校代表

■事務局
■学生目線でコンサルティング 180 degrees consulting Japan：久保井 颯太、永井 敦、山本 祐菜

（2019年5月～2020年 5月まで）

事務局長
事務局職員

荒川クリーンエイド・フォーラム職員／
（NPO）
日本NPOセンター評議員

今村 和志
五十嵐 実、江原 春美、藤森 夏幸、星野 友紀

■運営委員 石川 勉、石本 誠、鬼平 勝之、栗林 菊夫、坂倉 剛一郎、
他にもたくさんの方々にご協力をいただき、2019 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。

40

NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2019 報告集

高山 亮、林 美恵子、本田 恭介、坂田 沙知子、星野 由実

自分ごとに考え、意識が変わった
明治大学 法学部

宮本理沙子

現状について知り、自分のごみ
に対する意識も変わりました。イン
ターンシップ開始前はごみが社会
問題になっていることは知ってはい
ましたが、あまり深刻には受け止め
ていませんでした。インターンシッ
プで得た知識や技術、考え方をこ
れからの人生の中で生かしていきたいと思います。
また、私もやりがいのある仕事を見つけたいです。

この経験を活かしたい
明治大学 農学部

山本拓

インターンシップでは運営側に
立ってみないと見ることのできなか
った裏方の大変さ、ごみの問題
解決を目指すNPOの裏側を体験
できました。こうした陰ながらの努
力があってこそ社会課題を解決し
ていくことができるのだろうと思い
ました。
特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム

2019 報告集
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荒 川クリーンエイド・フォーラム

表紙はター〇ネーターの
オマージュなのかな……?

2019 報 告 集

＠ArakawaCF

@arakuri_acf

●リリースから約 3 年……
ついに購入者数150人突破！
（2019年12月現在）
伝説的に売れていない
（泣）
、
「あらくりくん」LINEスタンプ販売中です！

デザイン：永野武宏 2020年3月発行 本報告集の製作には1冊1,000円の費用がかかっています。

132-0033 東京都江戸川区東小松川3-35-13-204 NICハイム船堀
（小松川市民ファーム内）
TEL：03-3654-7240／FAX：03-3654-7256
E-mail：renraku@cleanaid.jp URL：https://www.cleanaid.jp/

この報告集は、三井物産環境基金、
（公財）
河川財団の河川基金
および
（株）
東京スター銀行、
（一社）
関東地域づくり協会
リコー社会貢献クラブ
・FreeWillからの寄付、助成金を受けて作成しました。

発行

NPO法人

＠arakuri_acf

荒川クリーンエイド・フォーラム

●いいね！& フォローお願いします！

