
●リリースから約4年……
　やっぱり伝説的に売れていない。
　「あらくりくん」LINEスタンプ販売中です！

●いいね！&フォローお願いします！

＠arakuri_acf ＠ArakawaCF @arakuri_acf
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─ 私たちのビジョン（目指す社会） ─
ごみ問題と向き合い、自然とともに生きる社会
2016年1月のWEF：世界経済フォーラム（ダボス会議）では

「2050年には海のプラスチックごみの重量が魚の重量を上回る」という報告がされました。
近年では、目に見えないプラスチック粒子（マイクロプラスチック）が水道水やボトル入り飲料水、
魚介類や海水由来の塩などからも検出され、豪ニューカッスル大学などが

1週間にクレジットカード1枚分の推定約5グラムのプラスチックが私たちの体内に取り込まれている、
と報告しています。
さらに最近の研究では、各国政府、業界が積極的な取組みを行ったとしても、
今後10年間で海に流れ込むプラスチック量は多い場合で年間5,300万トンに達するとの試算がされています。
もはや待ったなし。世界的にSDGs（持続可能な開発目標）や、ESG投資等、社会や経済は大きな変化の途上にあります。
私たち一人ひとりは今まさにごみの問題と向き合い、行動を起こし、自然とともに生きることが求められています。
そんな社会の実現のために、私たちは現場体験を軸とした参加者に気づきを促すプログラムを提供しています。

─ 私たちのミッション（果たす使命） ─
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
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（個数ベース）。
当会では20年以上培ってきた河川清掃活動等のパートナーシップとknow-howを最大限に活かし、
荒川の活動をモデル事例として課題解決に取組んでいます。

▼泥くさくとも、ひた向きにごみ問題と向き合って多くの人に清掃活動の意義を伝える

▼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

▼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

▼活動の輪を広げるため、変化を恐れず、楽しさとちょっと変なものを創造する

▼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組む

▼情熱と強い意志、
　そして三方よしの考えをもって、
　環境保全活動にまい進する

荒川クリーンエイド・フォーラムが目指すもの
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実 施

■荒川クリーンエイド・フォーラムの成り立ち
　1994年に当時の建設省荒川下流工事事務所が呼びかけて行っ
た一斉ごみ拾い、「荒川クリーンエイド」に端を発します。この
行事に参加した市民団体が中心
となり、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
動基盤を整え「荒川クリーンエイ
ド」の運営を中心に、環境教育や
生物多様性の保全をはじめとす
る様々な領域へ活動を発展させ
ています。

市民団体 自治体 企 業 学 校
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メッセージ

NPO法人・荒川クリーンエイド・フォーラム
代表理事

高山　亮

2020年の主な活動

12月

11月

FITチャリティ・ラン

荒川クリーンエイド2019報告・2020連絡会

荒川クリーンエイド体験・説明会

第14回大学対校！ゴミ拾い甲子園

　荒川下流部は、明治43年（1910年）

の大洪水を契機に、いまから約90年

前に完成した人工河川（放水路）です。

これまで、昭和22年（1947年）カスリ

ーン台風、令和元年（2019年）東日本

台風など幾多の洪水から下流に住む

私たちのまちとひとを守ってきまし

た。現在では洪水の被害から守るだ

けでなく、大都市東京における自然

2020年は大変な年でしたが、その中でもいまできる活動を行いました。

2月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

ふるさと清掃運動会

豊かな貴重なオープンスペースとして多くのみなさんの憩いの

場所となっており、また生物の生息・生育・繁殖の場でもあり

ます。

　経済・社会・環境の複雑な課題を一体で解決していくことが

求められている現在、荒川を中心とした課題解決の取り組みも

進めていく必要があると考えています。特に、支川等から流れ

つくごみや不法投棄による河川ごみは、継続して流域の多くの

関係者とともに解決していく必要がある課題です。

　荒川クリーンエイドの活動は、行政だけでなく、企業も含め

た地域の多くの方々が主体的になった活動として平成6年（1994

年）から続けられており、年間約1万人以上のみなさんが活動に

参加されています。コロナ禍であってもごみ問題は待ったなし

です。私自身も荒川クリーンエイドの活動に参加させていただ

き、調べるごみ拾いだけでなく、カニの生息観察なども体験し、

荒川のごみの多さと自然の豊かさの両面を実感したところです。

　荒川下流河川事務所は令和3年（2021年）2月1日に運営ビジョ

ン「みんなで一緒にあらかわろう！～ARAKAWA TRANSFOR-

MATION ～」を打ち出し、荒川に触れ合うすべての人が荒川に

関心を持ち、「荒川」と荒川に関わる「まち」と「ひと」がともにウェ

ルビーイング（健康）な状態へ変容していくこと（トランスフォー

メーション）をみなさんとともに目指すこととしました。その実

践のための３つの柱「SDGs」「DX」「ミズベ・グリーンコミュニティ」

を推進することとしています。荒川クリーンエイド・フォーラ

ムは荒川下流ミズベ・グリーンコミュニティの1つであり、荒川

下流グリーンインフラを支える重要な活動です。この活動はSDGs

達成に大きく貢献しており、内閣府地方創生SDGs官民連携プラ

ットフォームで取り組み事例としても紹介されています。

　これからも荒川下流部のパートナーシップを紡ぎ、みなさん

と共に川・ひと・まちのウェルビーイングな状態を創り上げて

いきたいと思いますので、引き続き多くのみなさんの参画をよ

ろしくお願いいたします。

　この度、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による影響

を受けられました皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

　紀元前の昔から、人類はさまざまな感染症と戦ってきました。

この原稿を執筆している2020年12月現在、COVID-19は猛威

をふるっています。

　激動と言われる現代ですが、さらに加速度を増して世の中が

変わろうとしている、そう感じています。

レジ袋の配布有料化に期待するコト

　コロナ禍の中、国内では2020年7月に特定の条件を満たさな

いレジ袋の配布が法律によって有料化されました。

　この施策に、「レジ袋は廃棄プラスチックに占める割合がわ

ずかであることからその効果は限定的だ」といった意見がある

ことも確かです。ただ、少なくとも今までごみ問題に興味がな

かった人たちにも河川／海洋ごみ問題を考えるきっかけになっ

てくれたのではないでしょうか。

人類には困難を克服してきた歴史がある

　まだまだ予断を許さない状況ではありますが、河川/海洋ご

み問題にせよ、COVID-19にせよ、人類は必ずこの困難を乗り

越えられるとも確信しています。この禍が終息し、皆さまと一

緒に安心してクリーンエイド活動ができます日を私たち一同心

待ちにしています。

その日まで健康に過ごせますよう、心よりお祈りしています。

私たちはこれからも現場活動の大切さをお伝えするため、まい

進していきます。

“荒川でちょっといいことごみひろい”

 9（日） ［発表］ 河川財団 川づくり団体全国事例発表会
 25（火） ［受贈］ FIT チャリティ・ラン
   （Financial Industry in Tokyo For Charity Run）
 27（木） ［開催］ 荒川クリーンエイド2019報告・2020連絡会

 20（月） ［講演］ 東京大学海洋学際教育プログラム（online）

 22（金） ［開催］ 荒川クリーンエイド・フォーラム定期総会

 7（日） ［実施］ 全国一斉水質調査

 5（日） ［講演］ ミスアース東京ビューティートレーニング（第1回）
 11（土） ［講演］ ミスアース東京ビューティートレーニング（第2回）
 19（日） ［講演］ IVUSA 海ごみ問題に関するウェビナー
 26（日） ［開催］ 第24回荒川あちこちクリーンエイド

 26（水） ［講演］ ドットジェイピー講演会（online）
 29（土） ［開催］ 荒川クリーンエイド体験・説明会

 7（月）～10（木） ［出演］ BS朝日（アーシストCafe緑のコトノハ）
 19（土） ［出演］ World Cleanup Day 2020 YouTubeライブ
 20（日） ［開催］ 第25回荒川あちこちクリーンエイド

 1（木） ［発売］ ACFオリジナル おじさん手ぬぐい（now on sale）
 3（土） ［共催］ 環境講演会（えどがわエコセンター）
 13（火） ［出演］ テレビ朝日（東京サイト『循環型の社会へ』）
 16（金） ［開始］ ママボノプロジェクトスタート（サービスグラント）
 18（日） ［開催］ 第14回大学対校！ゴミ拾い甲子園
 24（土） ［共催］ ふるさと清掃運動会
 28（水） ［実施］ 板橋区立蓮根第二小学校 出前授業
 31（土） ［出演］ J-WAVE SEASONS
   『NISSUI PEACEFUL BLUE』　

 8（日） ［開催］ 第26回荒川あちこちクリーンエイド
 11（水） ［講演］ 法政大学 NPO・ボランティア論（online）
 25（水） ［講演］ 今こそ聞きたい コロナ禍のNPO運営
   （日本NPOセンター）
 28（土） ［開催］ 第27回荒川あちこちクリーンエイド 
 30（月） ［開催］ BNPパリバグループ YouTube プロジェクト

 4（金） ［出席］ ママボノ成果報告会（サービスグラント）

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

ウェルビーイングな
荒川・ひと・まちを目指して

国土交通省・関東地方整備局
荒川下流河川事務所・事務所長

早川　潤
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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」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） ＋ Aid（助ける）の造語です。
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」に取組んでいます
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］・一人ひとりがごみについて考え、ごみを減らす行動を促す
　②［河川ごみの実態調査］ ごみの傾向を数値化し、情報発信や関係団体との連携を図る
　　（＊本活動はICC（P27参照）調査の一端も担っています。）

■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。

■活動の成果
　約1時間の活動で見違
えるほどになります。

AfterBefore

１ 開会・説明
調べるごみ拾いの実施方法、
注意事項などを説明する。

２ ごみ拾い・ごみ調査
「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。

３ ふりかえり・閉会
調査カード裏面を活用し、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。

４ ごみ集積・自治体報告
ごみは河川敷道路わきに集積。国土交通省、沿
川自治体へ報告。

●川ごみ調査カード

※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。

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・

©2017・きーち

ごみ拾おう!
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■事業概要
　海洋ごみの一定量は街ごみ由来で河川を伝って海に流入しま
す。国内から発生する海洋ごみは2～6万トンと推算されていま
すが（Jambeck・et.al・,・2015）、これらは海外のデータを基に算出
されており、国内における単位人口当たりに発生する街（河川）
ごみの量を調査した事例はほとんどみられません。本案件は、
様々な主体と連携し、荒川支川を対象に沿川の街から河川に流
入するごみを調査し、単位人口当たりに発生するごみの量を把
握します。

■結果概要を特設ページに掲載中
　当該調査結果概要を特設ページ（https://cleanaid.jp/knowledge）
に掲載します。河川ごみの回収活動自体は対症療法の域を出ま
せんが、海への流出を食い止めることは大切です。プラごみは
紫外線や風波等の物理作用により時々刻々と劣化、細分化し、
回収はますます困難になります。河川ごみ対策は根源療法と対
症療法の両輪をうまく機能させる必要があります。

河川ごみの発生源について調べます

都市河川荒川から探る海洋ごみ削減方策検討プロジェクト
三井物産環境基金支援事業［案件No.K19-0033］

2020年～2023年にかけ、三井物産環境基金の支援を受け、川から海洋ごみ削減対策について考えます。

PETボトル調査では20年前に生産されたPETボトルも確認されました。

■既存の知見やパートナーシップの活用
　日本プラスチック工業連盟やPETボトルリサイクル推進協議
会等と連携しながら河川ごみの効果／効率的な回収方法を考え
ます。

いろいろなクリーンエイド
単純なごみ拾いだけではない、ACFが共催した活動をご紹介します。

■大学対校！ゴミ拾い甲子園■ （P.14）

首都圏の有志大学生が運営する
「豪田ヨシオ部」が主催している、
「大学対校！ゴミ拾い甲子園」。
首都圏の大学の環境系サークルが中心に参加し、
どれだけ環境に悪いごみを多く拾ったかで
競争するゲーム形式で通常は年2回行っています。
今年はCOVID-19の影響で1回の開催でしたが、
初の埼玉県開催となりました。
県では今年9月12日（土）～10月31日（土）に
プラスチックごみの回収に
積極的に取組むための
「埼玉県秋のプラごみゼロウィーク」を
設定しており、その一環として企画されました。
会場となった戸田市荒川親水公園は、

■ふるさと清掃運動会■ （P.16）

著名人からなる「富士山大好き！百人の会」が
“富士山から日本を変える”を合言葉に、
ふるさとの山、川、海、湖沼、街など
身近なところから環境アクションを起こそう！と、
2007年から毎年10月を集中月間に、
もうひとつの運動会を行おうというものが
「ふるさと清掃運動会」です。
実行委員長は王貞治さん。
実行委員会は市民団体、企業、
学生ボランティアなどで構成しています。
COVID-19の影響を踏まえ実施様式をどうするか、
感染症対策をどう行うか、

2019年の台風によって溜まったごみがまだ残っており、約40名の大学生で1時間程掛け回収しました。
例年の1/3程度の規模だったものの、海洋プラスチックごみ汚染問題や
埼玉県に関するクイズ大会が行われ、メディアの取材も入り盛況でした。
主催：埼玉県、豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）

そもそも実施するかどうか、
などを実行委員会で何度も話し合いを重ねました。
結果、今年は参加者を関係者50名という上限を設けて実施しました。
ただ、今回開催できたことで、集まって社会貢献活動をするという気持ちよさの再確認にもつながりました。
12月には各人が身近なごみ拾いを行い、同日にSNSにその成果を投稿する「全国一斉清掃」も企画されました。

社会貢
献は大

人の部
活だ !

富士山から日本を変える !
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2020年、COVID-19によってクリーンエイドも例年通りとはいきませんでした。
それでも、荒川では支流も含め、多くの活動が実施されました。ここでは各団体が活動したエリアを紹介します。

源流から河口までクリーンエイドのネットワーク

●市民団体

・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）
・鴻巣の環境を考える会
・戸田の川を考える会／

・ 埼玉県生態系保護協会戸田･蕨支部／
・ ユニックス／
・ 戸田地球温暖化防止グループ／
・ （株）ナックプランニング.
・板橋月例チャレンジ実行委員会
・荒川夢クラブ
・北区水辺の会
・足立区本木・水辺の会
・ふるさと清掃運動会実行委員会
・（NPO）国際ボランティア学生協会

・ IVUSA
・環境学生団体em・factory

・生活クラブ運動グループ・
・ 葛飾地域協議会
・Tokyo・River・Friends・
・（認定NPO）えどがわエコセンター
・DEXTE-K
・中土手に自然を戻す市民の会
・（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム
・下平井水辺の楽校
・川の手ファンクラブ
・ボーイスカウト墨田第3団カブスカウト隊
・江戸川･生活者ネットワーク／

・ ガールスカウト第215団
・23区南生活クラブ生活協同組合
・東京東江戸川ローターアクトクラブ
・江東エコリーダーの会
・バンブリッジwith・MyGOMI

合計・25団体

●行政

・江戸川区土木部
・江東区土木部施設保全課

合計・2団体

●学校

・都立淵江高等学校
・非公開
・江戸川区立平井東小学校
・江戸川区立平井小学校
・都立東高等学校

合計・5団体

●企業

・豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）
・ハウスコム（株）
・（同）西友
・リシュモンジャパン（株）
・（株）日立ビルシステム
・リコージャパン（株）
・日本水産（株）
・日本リーテック（株）
・東レ（株）
・マネックスグループ
・Bloomberg・L.P.
・（一社）全国清涼飲料連合会
・（株）東京スター銀行

・（株）新生銀行
・バリオセキュア（株）
・（一社）東京損害保険代理業協会
・クリフォードチャンス法律事務所・

・ 外国法共同事業
・タキロンシーアイ（株）
・非公開
・松山油脂（株）
・（株）エックスワン
・双日（株）
・SMBC日興証券（株）
・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・東京

・（株）プラスワン教育／
・ （株）ソーシャルキャピタルマネジメント
・住友生命保険（相）　
・（株）島村商店・島村運輸倉庫（株）
・古河産業（株）
・（株）セールスフォース・ドットコム
・キャノンビズアテンダ（株）

合計・30団体



鹿浜橋上流左岸

❶11/19（木） ❷51（33）人 ❸27袋（19/4/4） ❹4袋（2/1/1） ❺10個
❻エコロジー夢企画・足立区立北鹿浜小学校

11 足立区本木・水辺の会

0 （NPO）秩父の環境を考える会
影森グランド下河原（秩父市）

❶11/8（日） ❷57人 ❸50袋（30/20/－）

秩父郡横瀬町ウォーターパーク・シラヤマ（秩父郡）
1

本年はCOVID-19のため、計画を大幅に変更せざるをえなかった。7月の
予定であったごみ調査とカヌー（長瀞町）を、ごみ調査と釣り（荒川の支流
横瀬川）へと変更することで実施できた。横瀬町の管理と観光客の自覚
の向上なのか、ごみは少なかった。ごみ調査は遊びとボランティア活動
で行っており、子ども達の楽しみとなっているので、今後も行っていきたい。
❶8/8（土） ❷23（18）人 ❸2袋（1/1/0）

秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）

鴻巣の環境を考える会
大芦橋、糠田橋、御成橋下流左岸（鴻巣市）

毎年11月23日の午前中に鴻巣市の荒川クリーンエイドを行ってきまし
たが、今年はコロナ禍のため、1会場2～3名の参加者でした。拾った
ごみも大変少なかったと思います。来年は、コウノトリの人工飼育設
備が完成し、大勢に参加してもらいたいと思います。
❶11/23（月） ❷6人 ❸4袋 ❺2個

2

戸田橋上流（戸田市）

豪田ヨシオ部は、これまで41大学、1,500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。
今大会は埼玉県庁との初コラボ！しかし、COVID-19感染拡大防止のため
一時延期していた「第14回・大学対校！・ゴミ拾い甲子園・in・埼玉県」。数々
の困難を乗り越えて10月18日、埼玉県戸田市にある荒川親水公園で開催し
ました。改めて、実際に人と会って話す、語らう、共に笑う、体験を共有する、
コミュニケーションをする、ということが重要だと気付かされた今大会でした！
❶5/31（日） 中止
❶10/18（日） ❷48人 ❸31袋（20/1/10） ❹10袋（2/7/1）❺17個

3 豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）

笹目水門・戸田橋グリーンスタンド・三領水門（戸田市）

4 戸田の川を考える会／
埼玉県生態系保護協会戸田･蕨支部／ユニックス／
戸田地球温暖化防止グループ／
（株）ナックプランニング

戸田市内の環境を考える5団体が荒川清掃活動を発起して市民に呼びか
け、市外含め合計70名の参加で開催しました。家族、個人、友達同士、
会社の同僚、地元企業などたくさんの参加がありました。みんな海洋
ごみ問題を心配しています。コロナ禍での清掃活動は「小・分・短」少
人数で分散して短時間で行うルールを採用。今後も定期的に開催し、
ボランティア精神を啓発するために誰でも気軽に始める「はじめての市
民活動」として呼びかけていこうと思います。
❶11/1（日） ❷46（2）人 ❸50袋（42/4/4） ❹13袋（1/12/0）❺1個
❻荒川夢クラブ・彩・岳悠会・戸田市立喜沢中学校

ハウスコム（株）
荒川川口フナ池付近（川口市）

SDGsの活動の一環として荒川の清掃活動を行いました。今回は他にも
新卒社員が「地域を知る」という目的もあり研修という形で実施いた
しました。拾ったごみからこの街を知ろうとしたり、普段あまり目に
することのない自然に触れあえたりと充実した研修となりました。荒
川クリーンエイド・フォーラム様にご協力いただき感謝しております。
今後も活動を継続していきたいと思います。
❶11/12（木） ❷35人 ❸17袋（7/2/8） ❹4袋（1/3/0）
❶11/24（火） ❷35人 ❸22袋（6/8/8） ❹10袋（0/10/0） ❺7個

7

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　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

北区・子どもの水辺（北区）

「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。
❶2/2（日） ❷110（76）人 ❸40袋 ❺10個
❶3/21（土） ❸2袋 ❺3個　
❶6/20（土） ❷14人 ❸12袋
❶7/12（日） ❷10人 ❸4袋
❶9/19（土） ❷10人 ❸8袋
❶11/21（土） ❷9人 ❸8袋
❶12/19（土） ❷8人 ❸9袋

8 北区水辺の会

（同）西友
岩淵水門周辺（北区）

❶4/25（土）　中止

9

東京都立淵江高等学校
❶3/16（月）　中止
10

板橋月例チャレンジ実行委員会
笹目橋～戸田橋右岸（板橋区）

❶1/18（土） ❷5人 ❸1袋（1/-/-）
❶2/15（土） ❷5人 ❸2袋（-/-/2）
❶3/21（土） ❷5人 ❸2袋（-/-/2）
❶6/20（土） 中止
❶7/18（土） 中止

5

荒川夢クラブ
荒川運動公園釣堀池周辺（川口市）

❶4/19（日） 中止

6

❶8/15（土） 中止
❶9/19（土） 中止
❶10/17（土） 中止
❶11/21（土） 中止
❶12/19（土） 中止

●オンラインボランティア その1

COVID-19で野外活動はできなくとも
オンラインでできるボランティアをしてもらいました。
（株）セールスフォース・ドットコムさんには
○実施マニュアル英語化プロジェクト
○YouTube動画プロジェクト
○河川／海洋ごみ問題学習アプリのアイディアブレストに、
　ご協力いただきました＾＾
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荒川クリーンエイド2020はコロナ禍の中でも荒川とその支流各地で実施されました。
中止になってしまった活動も含めて、荒川クリーンエイドの仲間たちを紹介します。

荒川クリーンエイドの仲間たち



千住新橋周辺（足立区）
17 東レ（株）

❶10/24（土）　中止

千住新橋上流右岸（足立区）
18 ふるさと清掃運動会実行委員会

ふるさと清掃運動会は毎年10月を集中月間とし、全国の市民・学生・
企業に呼び掛けて清掃運動会を開催しており、今年で14年目となりま
す。荒川では例年1,000人規模の清掃活動を実施していますが、今年
は社会情勢を鑑み、参加者数を50人程度に制限して実施しました。企
画から当日の運営に至るまで、荒川クリーンエイド・フォーラム様に
多大なご協力を頂き、うまく連携することが出来たと感じております。
今後ともよろしくお願いいたします。
❶10/24（土） ❷39人 ❸82袋（54/1/27） ❹33袋（12/21/-） ❺41個

堀切橋周辺右岸（足立区）

マネックスグループ、マネックス証券、コインチェックの3社のボラン
ティアが集結。荒川での2回目の清掃活動は昨年に引き続いて参加する
メンバーが半数も。コロナ禍で各種イベントが中止になるなか、マス
ク着用で汗をかきながら100袋以上を収集。「ごみを捨てちゃだめだよ
ね」と言いながら慣れないトングを使って拾う子ども達。環境のために
なる活動に少し貢献できて、参加者一同気持ちもクリーンになりました。
❶11/14（土） ❷63（13）人 ❸83袋（41/1/41） ❹26袋（8/18/-） ❺45個

20 マネックスグループ

木根川橋周辺（葛飾区）
24（株）新生銀行

❶4/18（土）　中止 

四ツ木橋周辺（葛飾区）
25 バリオセキュア（株）

❶7/10（金）　中止

新四ツ木橋周辺左岸（葛飾区）
26 環境学生団体 em factory

私たちは、日本で唯一「環境×ビジネス」をテーマにした団体です。「環
境とビジネスの軸を持った人材を輩出する」という理念のもと、小学生
や保育園へ、企業と連携して環境教育を行う「エコ☆キッズ」、大学生
と、SDGsや環境問題をワークショップを通して考える「エコ☆カレッ
ジ」、実際に商品開発を行ったり、商店街で販売を行っている「エコビ
ジ☆マーケティング」の３つの活動を行っています！
❶9/19（土） ❷5人 ❸5袋（2/2/1） ❹2袋（1/1/0） ❺0個

扇大橋周辺右岸（足立区）

日本リーテックグループは、全国に支店・支社を置く総合電気工事会
社です。当社は「工事を通じて社会に貢献する」を会社の使命としてい
ます。その一環として、今回初めて「クリーンエイド」に参加させてい
ただきました。参加者からは、「想像していたより遥かにごみが多い。
このごみをひとつでも減らしたい！」など環境意識を高めることができ、
大変有意義な活動でした。今後もチームビルディングなど様々な効果
が見込める「クリーンエイド」への参加を継続し、社会貢献に取り組ん
でまいります。
❶10/23（金） 中止
❶11/12（木） ❷22人 ❸42袋（31/1/10） ❹17袋（7/10/-） ❺13個

16 日本リーテック（株）
1）堀切橋周辺右岸（足立区）　2） 堀切橋周辺右岸（足立区）
3） 平井大橋付近左岸中川土手（葛飾区） 

19  （NPO）国際ボランティア学生協会 IVUSA

IVUSAでは海洋ごみ対策の活動を「Youth・for・the・Blue」というキャンペ
ーンとして進めています。
　今年はコロナ禍のため、屋外での活動をほとんど実施できませんで
した。そのフラストレーションをぶつけるように清掃させていただき
ました。今年入った1年生も多く参加してくれ、今回が大学に入ってか
ら初めてのボランティア活動という学生がほとんどでした。清掃場所
の調整をしていただいたACFさんに感謝いたします。来年度もよろし
くお願いします。
1） ❶11/1（日） ❷22人 ❸16袋（9/1/6） ❹6袋（3/3/-） ❺7個
2） ❶11/15（日） ❷13人 ❸38袋（17/2/19） ❺12個
3） ❶11/22（日） ❷32人 ❸46袋（25/8/13） ❹7袋（1/6/0） ❺5個

JR総武線下流（葛飾区）
21 BloombergL.P.

❶2/21（金）　中止 

JR総武線下流（葛飾区）
22（一社）全国清涼飲料連合会

❶2/29（土）　中止 

木根川橋下流（葛飾区）
23（株）東京スター銀行

❶4/11（土）　中止
❶6/6（土）　中止 

❶9/30（水）　中止

1）千住新橋上流（足立区）　2）東武伊勢崎線周辺（足立区）

1）❶4/15（水）　中止

13（株）日立ビルシステム

江北橋下流（足立区）

今年は新型コロナウイルスの影響で、多くの研修・イベント類におい
て例年通りの活動ができませんでした。そのような中でも、海の恵み
を受けて事業を営むニッスイの社員として、荒川の新入社員研修は必
須のものと位置付け、10月に実施できたことは大きな成果でした。現
地・現物・現実を知り、自らが感じ考え、行動する。そのための第一
歩になったと思います。今後も毎年、新入社員研修を実施し、河川ご
み・海洋ごみ問題を自分ゴトとして捉え、社員一丸となって課題解決
に繋がる活動を行っていきたいと思っています。
❶4/27（月） 中止
❶4/28（火） 中止
❶10/21（水） ❷39人 ❸48袋（31/1/16） ❹19（6/13/-）個 ❺15個

15 日本水産（株）

　❶4/16（木）　中止
2）❶4/17（金）　中止

千住新橋周辺（足立区）
12 リシュモンジャパン（株）

❶2/22（土）　中止

（一社）東京損害保険代理業協会
平井大橋上流左岸（葛飾区）

❶10/31（土） ❷7人 ❸4袋（2/1/1）

27

堀切橋周辺（足立区）

❶5/30（土）　中止

14 リコージャパン（株）

❷9/26（土）　中止

●オンラインボランティア その３

CITI グループの皆さんには
○Web サイトの英文翻訳
にご協力いただけました。
最近外資系企業からの問合せ
が多い荒川クリーンエイド。
一気にグローバル展開です。
（できたらいいな）

●オンラインボランティア その２

BNPパリバグループの皆さんには
○YouTube 動画アイディアブレスト大会を開催。
「ごみ拾い×婚活」恋愛リアリティー番組など
（↑これ、やりたい）

個性豊かな
アイディアが
多数でました。
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キクイモ掘りは、とても楽しかったようで、夢中で取り組んでいまし
た。
❶2/14（金） ❷69（63）人 ❸10袋（6/2/2） ❺4個

JR総武線下流（江戸川区）
35 非公開

1）都営新宿線下流（江戸川区）　2）葛西海浜公園東なぎさ（江戸川区）

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
園東なぎさにおいて自然環境保全のため、毎年春と秋に清掃活動及び
自然観察会を実施しています。今回、春は荒天により中止となりまし
たが、秋は今まで運び出せなかった大型の漂着ごみを大量に回収する
ことができました。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・底生動物を実際に観察し、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。
1） ❶3/7（土）　中止
 ❶7/18（土）　中止
2） ❶11/7（土） ❷72（30）人 ❸31袋（17/6/8） ❹20袋（10/10/-） ❺30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

36（認定NPO）えどがわエコセンター

葛西海浜公園西なぎさ（江戸川区）

11/21、今年最後の活動でしたが、小春日和の下、気持ちよく活動がで
きました。総勢21名で企業からの参加は、TOTOグループ、ジブラルタ
生命保険、日本郵政グループ労働組合のみなさんでした。今回もマイク
ロプラスチックごみに関心のある参加者がおり、熱心に浜辺の砂の中か
らマイクロプラスチックの粒を多く収集していました。また、慣れた方々
が渚北側の岩場からたくさんのペットボトルを中心とした漂着ごみを収集
してくださいました。少し風が強く、クリーンアップがなかなか大変でし
たが、協力しあいながらたくさんの漂着ごみを収集することができました。
❶6/20（土） ❷20（2）人 ❸22袋 ❺9個
❶7/18（土）　中止
❶8/15（土）　中止
❶9/12（土）　中止
❶9/27（日） ❷48人 ❸38袋（35/0/3） ❺8個
❶10/17（土）　中止
❶11/21（土） ❷32（2）人 ❸29袋（29/0/0） ❺6個

37 DEXTE-K

JR総武線下流左岸（江戸川区）

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。どなたでも、お気軽にご参
加ください。
❶8/16（日） ❷4人 ❸2袋（2/0/0） ❹5袋（4/1/-） ❺４個
❶9/20（日） 中止　
❶10/18（日） ❷5人 ❸4袋（4/0/0） ❹1袋（0/1/-） ❺7個
❶11/15（日） ❷5（1）人 ❸13袋（10/1/2） ❹3袋（1/2/-） ❺7個

38 中土手に自然を戻す市民の会

39（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム

2020年冬、ACFでは河川･海洋ごみと戦う荒ブラ団（荒川ブラックスー
ツ団）を結成しました。これからは、黒スーツ・黒サングラス・赤ネク
タイという出で立ちで皆さまの前に現れます。でもツッコミ待ちでは
ありません。真剣ですから。
1）❶4/25（土）　中止  
　❶9/20（日） ❷43（1）人 ❸28袋（19/1/8） ❹9袋（4/5/0） ❺61個
2）❶6/10（水） ❷2人 ❸10袋（8/2/0） ❺0個
　❶6/16（火） ❷3人 ❸5袋（3/1/1） ❺7個
　❶11/28（土） ❷11人 ❸50袋（21/8/21） ❺18個
3）❶7/26（日） ❷6人 ❸44袋（28/7/9） ❺22個
4）❶8/29（土） ❷40（5）人 ❸33袋（20/1/12） ❹6袋（2/4/0） ❺6個
　❶11/13（金） ❷6人 ❸17袋（11/0/6） ❹4袋（2/2/0） ❺10個

1）JR常磐線下流（足立区）　2）四ツ木橋～京成押上線（葛飾区）
3）新四ツ木橋周辺右岸（墨田区）　4）都営新宿線周辺右岸・左岸（江戸川区）

Tokyo River Friends
1）四ツ木橋～京成押上線（墨田区）　2）都営新宿線下流（江戸川区）
3）船堀橋～葛西橋（江戸川区）　4）東西線周辺（江戸川区・江東区）

34

Tokyo・River・Friends,・Jambo・International's・river・clup・group,・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.・Participants・experience・the・rivers・in・and・around・
Tokyo・up・close・while・engaging・in・productive・and・fun・activities・while・
meeting・like-minded・people.
1）❶1/26（日） ❷17（1）人 ❸107袋（63/10/34） ❺70個
 ❶2/23（日） ❷18（1）人 ❸145袋（67/17/61） ❺70個
 ❶12/12（土） ❷40（30）人 ❸61袋（41/2/18） ❹32袋（7/24/1） ❺20個
2）❶3/1（日） ❷20人 ❸153袋（70/0/83） ❹56袋（16/39/1） ❺20個
 ❶4/5（日） ❷7人 ❸59袋（29/1/29） ❹19袋（6/13/0） ❺16個
 ❶7/5（日） ❷8人 ❸51袋（25/1/25） ❹40袋（4/36/0） ❺3個
3）❶8/2（日） ❷20（1）人 ❸87袋（59/3/25） ❹35袋（6/29/0） ❺30個
　❶9/6（日） ❷9人 ❸42袋（30/0/12） ❹11袋（4/7/0） ❺20個
　❶10/11（日） ❷7 ❸26袋（20/0/6） ❹8袋（2/6/0） ❺25個
　❶11/1（日） ❷7人 ❸26袋（20/0/6） ❹8袋（2/6/0） ❺25個
　❶12/6（日） ❷12人 ❸52袋（34/0/18） ❹12袋（6/6/0） ❺20個
4）❶1/12（日） ❷16人 ❸92袋（45/2/45） ❹65袋（6/26/33） ❺60個
　❶2/2（日） ❷18（2）人 ❸126袋（69/2/55） ❹36袋（14/21/1） ❺70個
　❶3/29（日） ❷2人 ❸10袋（8/0/2） ❹4袋（1/3/0） ❺5個
　❶7/26（日） ❷3人 ❸31袋（21/1/9） ❹9袋（7/2/0） ❺0個
　❶8/30（日） ❷15人 ❸57袋（45/0/12） ❹17袋（4/13/0） ❺100個

四ツ木橋下流（墨田区）
31 非公開

❶4/26（日）　中止

松山油脂（株）
木根川橋下流右岸（葛飾区）

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９回目を迎えました。ごみの量は年々減ってきているものの、
ペットボトルや食品のプラスチック容器が多く、粗大ごみや注射器も
ありました。今回は例年以上に子供の参加が多かったため、ボランテ
ィア活動としてだけでなく、クリーンエイドが社員同士のコミュニケ
ーションの場として社員に認知されてきていることを嬉しく感じまし
た。
❶10/24（土） ❷44（12）人 ❸25袋（16/3/6） ❺0個

32

四ツ木橋周辺（墨田区）
33（株）エックスワン

❶10/31（土）　中止

生活クラブ運動グループ・葛飾地域協議会
四ツ木橋下付近（葛飾区）

❶11/3（火）　中止

28

京成押上線周辺（墨田区）
29 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業

❶1/18（土）　中止
❶3/28（土）　中止

四ツ木橋周辺（墨田区）
30 タキロンシーアイ（株）

❶4/10（金）　中止
❶7/7（火）　中止

●海ごみゼロアワード2020　環境大臣賞

　市民団体　 　自治体
　企業　　　 　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

真夏の遠州灘50kmの
海岸清掃BLUE WALK
当団体としても開催中の
海洋ごみ講話などで
協力しているBLUE・WALKの
13年におよぶ活動が
環境大臣賞を受賞。
外部顧問を務める
オフィスマネージャーが
授賞式に出席してきました。
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1）JR総武線下流下平井水辺の楽校（江戸川区）
2）葛飾あらかわ水辺公園（葛飾区）

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）❶9/13（日） ❷9（2）人 ❸34袋（24/0/10） ❹5袋（2/2/1） ❺40個 
　❶10/11（日） ❷4人 ❸18袋（12/0/6）袋 ❹4袋（2/2/0） ❺18個
　❶11/8（土）　※下平井水辺の楽校と合同
2）❶12/19（土） ❷9人 ❸94袋（57/8/29） ❺34個

43 川の手ファンクラブ

船堀橋周辺（江戸川区）
44 SMBC日興証券（株）

❶5/17（日）　中止

小松川橋周辺（江戸川区）

45 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

❶7/5（日）　中止

総武線周辺右岸（江戸川区）
46 ボーイスカウト墨田第3団カブスカウト隊

❶10/4（日） ❷34（19）人 ❸12袋（9/0/3） ❹3袋（3/0/0） ❺8個

船堀橋上流右岸（江戸川区）
❶10/11（日）　中止

47 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）

実際に活動してみることで、使い捨てプラごみの種類、量の多さに改
めて驚きました。回収不能なくらい微細になっているプラ片もたくさ
んありました。今後は、プラ製品を極力使わない、ポイ捨てしない、
リターナブルびんを使うなど日常的にできるサスティナブルな生活を
心がけていきます。拡大生産者責任も併せて訴えていくことも必要と
感じました。
❶4/29（水）　中止
❶10/21（水） ❷25（1）人 ❸26袋（14/1/11） ❹4袋（1/3/0） ❺12個

48 23区南生活クラブ生活協同組合

小松川橋周辺右岸（江戸川区）

ローターアクトクラブは、18歳～35歳程度までの若者が次世代のリー
ダーを担うべく、地域での奉仕活動を中心に活動している団体で、世
界各国で様々なクラブが活躍しています。当クラブでは活動拠点であ
る江戸川区にて、年に2回荒川クリーンエイドを実施しています。今年
はCOVID-19の影響で活動はオンラインによる例会が中心でしたが、当
日は久しぶりに外で集まった活動となり、奉仕活動の気持ちよさ、交
流の楽しさを再確認できた時間となりました。来年以降も継続して取
り組んでいきたいと思います。
❶10/25（日） ❷17（1） ❸16袋（11/2/3） ❹6袋（3/3/0） ❺7個

49 東京東江戸川ローターアクトクラブ

JR総武線下流右岸（江戸川区）
50 江戸川区立平井東小学校

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。
❶11/6（金） ❷59（54）人 ❸15袋（10/1/4） ❹ 6袋（2/4/0）

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

進学塾TOMASを運営するリソー教育グループで教育旅行事業を推進す
るプラスワン教育では、中学校・高校向けに「校外学習×SDGs」を運営
しています。今回は教員の方々向けの体験プログラムとして荒川クリ
ーン活動を実施しました。参加した先生方からも「教室でSDGsを講義
しているのと、こうして実際に体験するのでは全然違う」「児童や生徒
にとってだけでなく教員にとっても大きな学びになる」とコメントをい
ただきました。
❶11/7（土） ❷12人 ❸11袋（7/0/4） ❹4袋（2/2/0）

51（株）プラスワン教育／
（株）ソーシャルキャピタルマネジメント

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）
52 住友生命保険（相）

❶11/7（土）　中止

JR総武線下流右岸（江戸川区）

「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。
❶11/24（火） ❷110（100）人 ❸18袋（13/1/4） ❹5袋（2/3/0） ❺22個

53 江戸川区立平井小学校

葛西橋上流中土手（江戸川区）

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、毎年実
施しています。例年は一般参加者を募って実施していますが、今年度
はコロナウイルスの影響もあり職員のみでの実施となりました。初め
て参加した職員も多く、実際にごみの状況を身に感じることにより、
環境問題について考える機会になったと思います。
❶11/13（金） ❷24人 ❸16袋（9/2/5） ❹7袋（3/4/0） ❺2個

40 江戸川区土木部

双日（株）
都営新宿線周辺（江戸川区）

❶4/18（土）　中止

41

JR総武線下流右岸（江戸川区）

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！
❶4/19（日） 中止
❶6/14（日） 中止 
❶7/12（日） 中止 
❶9/13（日） ❷17（9）人 ❸6袋（4/0/2） ❺4個
❶10/11（日） 中止 
❶11/8（日） ❷69（27）人 ❸60袋（44/1/15） ❹13袋（5/8/-） ❺38個

42 下平井水辺の楽校

❶5/17（日）　中止
❶11/８（日）　中止

❶10/17（土）　中止

大島小松川公園前（江戸川区）
54（株）島村商店／島村運輸倉庫（株）

❶11/28（土）　中止

清砂大橋下流右岸（江東区）
55 江東エコリーダーの会

❶1/25(土)　中止

　市民団体　 　自治体
　企業　　　 　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

●寄付金付き”コラボTシャツ”販売！

3/30 ～4/5の1週間限定で、京都のTシャツ
ブランド「JAMMIN」とコラボした寄付金付き
Tシャツの販売を実施。
最終的な寄付金額は49,440円となりました！
本当に感謝です（涙）
ちなみに、一部の方からは「荒クリFにしては普通すぎ！つま
らない！」というお声もいただき、「ようやく“変な団体”として
浸透してきたんだな～」という嬉しい気づきもありました（笑）
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58 古河産業（株）
❶4/21(火)　中止

59（株）セールスフォース・ドットコム
❶5/7(木)　中止

60 キャノンビズアテンダ（株）
❶5/9(土)　中止清砂大橋下流（江東区）

小春日和の中、前日の雨天にもかかわらず、新型コロナウィルスの感
染防止対策を執りながら、大勢の方に参加いただきました。当日は、
若干風が強かったものの、好天に恵まれ、河川敷の清掃活動等が捗っ
たような気がいたしました。河川敷がきれいになると気持ちいいとい
うご意見のほかに、予想以上のごみの多さに、釣り人や河川敷を散策
する人などに「ごみのポイ捨て禁止」などの注意喚起がもっと必要だと
いう感想を参加者からいただきました。
❶10/24日（土） ❷62（8）人 ❸23袋（15/3/5） ❹2袋（1/1/0） ❺8個 
❻シルバー共助会、江東区障害者福祉センター、江東・生活者ネット
ワーク

56 江東区土木部施設保全課

葛西橋付近（江東区）

1学年6クラスを、3クラスずつ2回に分けて実施しました。初回の26
日は、直前の土曜日に江東区主催のクリーンエイドが実施されるとの
ことでごみの少なさを心配していましたが、土日の人手のためか予想
以上のごみがあり生徒は驚いていました。16日に実施したグループも
ごみの多さに驚き、このごみが海に流れ込むことに強い危機感を持っ
ていました。これをきっかけに今後も生徒と共に環境汚染について考
えていきたいと思います。
❶10/26（月） ❷125人 ❸51袋（18/17/16） ❺1個
❶10/26（月） ❷120人 ❸45袋（12/17/16） ❺7個

57 東京都立東高等学校

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　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

戸田橋上流右岸（板橋区）

板橋区で立ち上げたごみ拾いボランティア団体です。街の清掃活動を
通して心地よい街づくりを目指していきます。まだ小さな団体ですが
住みやすい街づくりを目指す皆さんと共に歩んでいきます。
❶12/22(火) ❷4人 ❸12袋

61 バンブリッジwith MyGOMI

●行方不明になったアカテガニが

荒川クリーンエイド・フォーラムの共同事務所、
小松川市民ファームは2019年の台風15号の影響で
2階なのに浸水被害に……（バルコニー部分から浸水）
内装工事のため、本棚を移動させるとそこには
いつの日か水槽から脱走した

アカテガニが
悲しい姿で
発見されたの
でした……

なお、逃したのは
たぶんてらっちです。
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環境教育の推進／
生物多様性の保全
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体験型社員研修

■キーワードは、「現場体験」・× 〇〇
　「ごみ拾いが研修になるの?」そんな疑問が浮かぶかもしれません。しかし、荒川をフ
ィールドにした研修は、単にその場の環境を良くするだけでなく、企業がなぜ社会貢
献活動をするのか、違う価値観や考えを持った人といかに協働するか（チームワーク）、
河川／海洋ごみ問題の本質やその解決策は何か（システムシンキング）など、ごみ拾い
体験が一人ひとりの気づきや学びにつながる、現場・現物・現実に基づき「その先を考
える」プログラムとなっています。

■研修の流れ

河川／海洋ごみ問題をテーマとした「荒川クリーンエイド体験型社員研修」を2009年より開始し、多くの企業の皆さまに採用いただいています。

実践の前に河川／海洋ごみがどういった問題か、
座学やコンセンサスゲームなどを行い、
研修の理解を深めます
（1～2時間）

荒川河川敷をフィールドに
ごみ拾い活動を行います。
ごみの種類と個数を調査する
「調べるごみ拾い」を通じて、
河川ごみの現状を体験します
（2時間）

ごみ拾い活動で感じたことを振り返るとともに、
課題解決提案のワークショップなどを通して
企業あるいは個人ができることについて深く考えます。
最終的にチーム活動や企業と
社会のつながり（SDGs）について理解し、
社会課題としての
河川／海洋ごみ問題を
自分事化します。
（2～3時間）

趣旨説明（動機づけ）・事前説明

ごみ拾い活動（体験）

事後研修（座学・ワークショップ 等）

オンライン研修を開発

■オンライン研修の要望が急増
　2020年は多くの企業や組織において、従来の集合研修をオン
ライン研修に切り替える動きが急増しました。
　荒川クリーンエイド・フォーラムもこの流れを受け、オンラ
イン研修プログラムを開発しました。

■｢オンライン｣ならではのプログラム
　荒川クリーンエイド・フォーラムのオンライン研修は、｢一方
通行｣ではありません。
　河川／海洋ごみ問題を知るだけでなく、参加者が自ら気づき
を得て、その先のアクションにつなげてもらうことを目指して
います。

【期待できる効果】
・・社会性、社会貢献意識の向上
・・チームワーク力の育成
・・問題の本質を見抜く、
　課題発見能力の育成　など

＊上述の内容は一例です。ご要望に応じてアレンジします。

❶従来の研修

■（認定NPO）サービスグラント／ママボノチームの全面協力
　研修プログラムの開発にあたり、育休中のパワフルなママさんたちからのプロボノ支援をいただきました。

【こだわりPOINT】
　❶・双方向（オンラインツールの活用）
　❷・参加者同士の協働（ワークの活用）
　❸・参加者のアクションを促す
　❹・企業活動と環境問題のつながりを意識
　［Keywords］　SDGs・ESG・CSV・CSR ※この写真は

　イメージです

❷コロナ以降

オンライン
プログラム

屋内集合
研修

荒川での
清掃活動

or屋内集合
研修

荒川での
清掃活動

●オンライン研修を荒川への入口に（福釜 知佳） ●オンライン×オフライン（現場活動）の
　幼少期から慣れ親しむ荒川及び現職で
携わる海の環境保全に貢献したく、立候
補しました。オンラインを越え、清掃活
動にも参加したところ、掘っても掘って
も細かいごみが際限なく出てくることに
驚きました。ACFのオンライン研修は、

これまでにごみ問題に興味がなかった人にも間口を広くした上
で、一人でも多くの受講者が荒川へ足を運んでくれるような仕
掛けが必要だと痛感しました。身近なことから始め、日々の生

ハイブリッド（志賀 美和）
　私はアブダビ（アラブ首長国連邦）から
オンラインで参加しました。それぞれバ
ックグラウンドやキャリアが違うメンバ
ーのスキル・経験を最大限活かし、魅力
的なオンライン研修を提案することがで

きました。ポイントは「参加者が自ら考え、気づきを得てネクス
トアクションに繋げられる研修」です。オンラインならではの特
徴を活かしつつ、現場での原体験を大切にされているACFさん

のお考えを尊重し、オ
ンライン研修からオフ
ライン（現場活動）に自
然と繋がる流れになる
よう工夫しました。皆
さん、是非オンライン
研修を受けてみてくだ
さい！

活を振り返りながら海
洋ごみ問題を自分事化
できるよう意識した内
容を提案したので、一
人でも多くの方にオン
ライン研修を受けてい
ただきたいです。私も
また清掃活動に参加し
たいと思います。

ママボノチームの清掃活動体験



●ミスアースジャパン東京大会／オンライン環境講話

世界4大ミスコンの1つ、
地球環境保全に力を入れる美女たちのコンテストであるミスアース。
今回はミスアースジャパン東京大会の
ビューティトレーニングにて環境講話を行いました。
また、アレクシオンファーマ／（NPO）ハンズオン東京
およびキャノンマーケティングの皆さんには
海洋ごみ問題の今をオンラインでご紹介。
皆さんでできることを考えてもらいました。
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「SOIL（ソイル）」は
「かこ・さとし」の代表作「地球・その中をさぐろう：1975年出版」の絵本を題材に、
「土」に焦点を当て、イラストレーター「カキヌマ・ツトム」が新たに絵素材を描き起こした電子図鑑アプリ。
「河川ごみ問題」について考える“荒川河口ステージ（EXTRA・STAGE）”に簡易モードを追加し、
英語モードも見直しました。iOSであれば無料で遊べます。
自由研究素材にもGoodです。
（助成：（公財）河川財団、協力：Bloomberg・L.P.）

SOIL ／かこさとし作─地球  その中をさぐろう─
土が掘れる! ?　生きもの電子図鑑“SOIL”をアップデート。

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
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流域とともに

■第17回身近な水環境の全国一斉調査に参加
　身近な水環境を調査する「第17回身近な水環境の全国一斉調査」が6月7日（日）を中心に
全国3,800地点以上で実施されました。今年はCOVID-19の影響を踏まえ、各地の状況に

現地作業の様子

●水質調査結果（当会に参加・申し込みのあった個人・団体の結果のみ掲載）

＊その他の地点の調査結果は、「身近な水環境の一斉調査・全国水環境マップ実行委員会」のホームページにて掲載されています。

全国・世界とともに

■国際クリーンアップキャンペーンに参加〜世界共通の調査活動～
月間）。世界共通の手法によって収集された調査データは海洋ご
み問題の解決に寄与しています。また、ICC月間外のデータは
JEANにより、政策提言等に活用されています。

都道府
県名

市区町
村名

調査河川
名称

地点名 採水日 当日
天気

気温
（℃）

現地
水温

（℃）

試水水温
（℃）

COD
（1）

COD
（2）

COD
（3）

埼玉県 戸田市 荒川 笹目橋 6月5日 晴れ 28 24 - 6 6 6
埼玉県 川口市 芝川 在家人道橋 6月8日 晴れ 24.5 23 23 4 4 4
埼玉県 川口市 芝川 通船堀大橋 6月8日 晴れ 24.5 23 23 2 2 2
埼玉県 川口市 竪川 芝南公民館前橋 7月4日 曇り 28 23 23 8以上 8以上 8以上
埼玉県 川口市 竪川 産業道路橋 7月4日 曇り 28 23 23 8以上 8以上 8以上
埼玉県 朝霞市 黒目川 千代田橋 6月6日 曇り 27 21 21 0 0 0
埼玉県 朝霞市 黒目川 どろんこ保育園前 6月6日 曇り 27 21 21 0 0 0
埼玉県 新座市 黒目川 市場坂橋 6月6日 曇り 27 20 20 2 2 2
東京都 板橋区 新河岸川 早瀬人道橋 6月5日 晴れ 27 23 - 6 6 6
東京都 板橋区 新河岸川 新河岸大橋 6月25日 雨 25 - - 6 4 6
東京都 北区 荒川 新荒川大橋 6月7日 晴れ 25 24 29 8以上 8以上 8以上
東京都 北区 荒川 北区子どもの水辺 大池 6月7日 晴れ 25 24 29.5 8以上 8以上 8以上
東京都 北区 荒川 北区子どもの水辺 小池 6月7日 晴れ 25 24.2 29 8以上 8以上 8以上
東京都 北区 新河岸川 新荒川大橋 6月7日 晴れ 25 22 29 8以上 8以上 8以上
東京都 北区 石神井川 松橋 6月7日 晴れ 25 20 29 8以上 8以上 8以上
東京都 北区 浮間ヶ池 浮間ヶ池（駅側） 6月25日 曇り 25 - - 6 6 5
東京都 江戸川区 江戸川 市川橋 6月8日 晴れ 29 26 26 3 3 3
東京都 江戸川区 新中川 小岩大橋 6月8日 晴れ 29 28.5 27.2 4 4 4
東京都 江戸川区 荒川 平井大橋 6月8日 晴れ 25 23 23 6 6 6
東京都 江戸川区 荒川 船堀橋 6月7日 晴れ 25 25 25 4 5 5
東京都 江戸川区 旧中川 中川大橋 6月7日 晴れ 24.5 25 25 4 4 4
東京都 港区 柳の井戸 元麻布1-6善福寺前参道右手 6月27日 晴れ 26 23 23 0 0 0
東京都 世田谷区 多摩川 玉川3丁目 6月8日 晴れ 26 23 23 4 4 4

応じた形で実施となりました。荒川流域では、市民団体・
個人の皆さまの協力の下、23地点で調査が行われました。
この調査はCOD（化学的酸素要求量）のほか、透視度、色
やにおいなども調べています。データ収集活動に加え、参
加者が身近な水環境に関心を寄せる機会となっています。

調査の様子（写真左は新座市黒目川での調査）

河川／海洋ごみ学習アプリ
世界初！？

●開発メンバーから
　開発メンバーの1人のおたきです。
　河川／海洋ごみの現状について知っ
て自分ごとにしてほしい。COVID-
19の今、なかなか現場活動ができな
い中、このアプリが河川／海洋ごみ

問題を知ってもら
える一助になれば
いいなと思ってい
ます。今、私は、
対象となる河川を
利用している生き

ものの選定などを担当しています。
アプリ内で元気に動き回る生きもの
にもぜひ注目してください＾＾
　このアプリの開発には、OLTVECTS
を始め、（株）セールスフォース・ド
ットコムや楽天の社員の皆さんに協
力いただいています。

●スマホアプリ制作で
　国境を超える啓発を
　（お金のない）NPOに「SOILのスポ
ンサーになってください。」と依頼を
してきた変な人カキヌマさんと、世
界初（と、なるかもしれない）河川／
海洋ごみ学習アプリの制作に着手し
ました（日本たばこ産業（株）協賛）

　荒川クリーンエイドの調べるごみ拾いの調査結果は、（一社）
JEANを通じて、アメリカの環境NGOオーシャン・コンサーバ
ンシーが呼びかけている、国際海岸クリーンアップ（International・
Coastal・Cleanup）キャンペーンに報告しています（9～10月のICC

●荒川やナイル川など、”現在の川”では
　定期的に河川ごみが流れてきます。
●カスタムステージで年代設定を過去にした場合は
　河川ごみはありません（近代以前）。
●カスタムステージで年代設定を未来にした場合は、
　パラメーターに関わらず「破滅的環境」が表示されます。
　ただし、漂流/堆積ごみの一定数以上の清掃により
　条件を満たした場合は、ごみのないきれいな河川が表示されます。

本アプリに登場する各川には「河川ごみ」の漂流（川上から流れてくる）、
堆積（川底に沈んでいる）演出があります。

2本指スワイプで
ごみを画面外に
吹き飛ばすことで
回収ができます。

ごみを回収すると
右上のポイント数が
増えます。

河川ごみ
ポイント

河川ごみ
ポイントが
アップ
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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

ついにACF、

YouTuberデビュー?!

◀動画視聴&チャンネル
　登録はこちらから！

笑撃!
今年、COVID-19の影響で寄付・協賛金が大幅に減少したACF。

そんな状況で新たな収益源確保&ファン獲得に向け、
荒川ブラックスーツ団（略して荒ブラ団）が、ついにYouTubeチャンネルを本格的に始動！

…とはいっても、収益化のためには、①チャンネル登録者が1,000人以上、
②年間動画再生数4,000時間以上という条件をクリアしなくてはなりません（過酷！）。

　ということで、そこのあなた！
早速右側のQRコードからアクセスして、今すぐチャンネル登録を！

協賛：エフピコ環境基金

●ニュースレター

●ポスター（左）

●リーフレット（右）

（B3サイズ）

（A4サイズ）

●今年は爽やかさが全面に出たデザイン
となりました。（あらくりくんがシルエッ
トで配置されているのにも注目！）
＊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。

■広報
参加者募集のポスターとリーフレット、
ニュースレターの発行を行いました。
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物品協賛 各種メディア等での紹介
荒川クリーンエイド・フォーラムの活動を
各種メディアでご紹介いただきました。

ごみ袋
（日本発泡スチロール協会様）

fill・&・go・Active（携帯型浄水ボトル）
（BRITA・Japan・株式会社様）

ごみ袋
（アルミ缶リサイクル協会様）

SIGGボトル（アルミ製ボトル）
（株式会社スター商事様）

バケツ稲
（宝ホールディングス株式会社様）

■様々なグッズを協賛いただきました
　荒川クリーンエイドへの協賛として、ごみ拾い活動やごみ削減に活用できるグッズを協賛いただきました。

鉛筆セット
（株式会社トンボ鉛筆様）

マグネットクリップ、タオル、ポケットティッシュ、巾着
（スチール缶リサイクル協会様）

■新聞

日付 新聞社 タイトル

2月14日 岩手日日新聞／
胆江日日新聞 海ごみゼロへ結束 水沢で環境フォーラム　プラごみゼロ、内陸から 県南圏域環境フォーラム

10月13日 夕刊フジ オレンジ世代ボランティアガイド コロナ禍でもできるゴミ拾い活動

■その他
　書籍、日本財団ジャーナル、オルタナ、Yahoo!ニュース、
会員企業様のCSR報告書などで紹介されました。

おさかなぬりえ
（一般社団法人大日本水産会様）

ペットボトルをリサイクルしたボールペン
「ペットボール」
（公益社団法人食品容器環境美化協会様）

「Lateco」ロゴ入りマイボトル（左）とマイバッグ（右）
（カシオ計算機株式会社様）

プチプチパスケース
（川上産業株式会社様）

こんにちは！
　“健康”をテーマに商品開発をするチームViva・Healthy
と申します。今回、私たちの開発したエコバッグ、Kusha-
MaruをクラウドファンディングMaku-akeにて出品しまし
た。
　支援金の一部は社会がよくなるために使いたいと思っ

たところ、AFCさ
んの活動に心を打
たれ寄付先に決め
させていただきました。
　初めての寄付でしたが暖かいご対応をありがとうござ
いました！

抜群の使い勝手！クシャっと丸めるエコバッグ

【Kusha-Maru Geor iem】の支援金一部を
寄付させていただきました！―  
Georiem Viva Healthy

手ぬぐい巻いて、ごみ拾いへGO!

オリジナル手ぬぐい販売！

■TV 
●IBC岩手放送
　2月13日（木）放送　「海と日本プロジェクト・in・岩手」
●BSテレビ東京
　6月18日（木）放送　
　日経プラス10「海洋ごみをファッションに！脱プラの現状と課題」
●BS朝日
　9月7日（月）～9月10日（木）放送　
　アーシストcafe「緑のコトノハ」
●テレビ朝日
　10/13（火）放送　東京サイト

■ラジオ
●J-WAVE 
　10月31日（土）放送　
　SEASONS「NISSUI・PEACEFUL・BLUE」のコーナー

日本財団ジャーナルより

電機・電子4団体・環境戦略連絡会・生物多様性ワーキンググループ発行
「Let’s・Try・Biodiversity・Pick・Up・!　陸から減らそう・!・海洋プラスチックごみ」

手ぬぐいのデザインを
担当したヤマカナ▲

禁じ手
解禁 !

これまで数々の売れないグッズ
（バンダナ、Tシャツ、本、LINEスタンプetc.）を
手掛けてきたACF。“しばらくグッズ作りは止めよう…”。
そう決意していたハズなのに…！
手ぬぐい、作っちゃいました（・ω<）・ﾃﾍﾍﾟﾛ
哀愁漂う“おやま座りおじさん”が中心の
斬新なデザイン・by・ヤマカナ。
果たして売れるのか…？そう、きっと売れない…
いや、売るしかない！！・
価格は、送料込みで1,000円！
2枚から購入してくれると嬉しいです(^_-)-☆・
手ぬぐい巻いて、ごみ拾いへGO！
製作協力：（有）村井染工場


