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YouTubeチャンネル登録者数目標1,000人に対し、
ただいま433人…。（2022年1月現在）
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▼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

2
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3
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4
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5
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6
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全体運営

連携・連絡調整

市 民

沿川自治体

散乱ごみ
回収

国土交通省

粗大ごみ
回収

NPO法人
荒川クリーンエイド・

フォーラム

運 営

実 施

■荒川クリーンエイド・フォーラムの成り立ち
　1994年、建設省荒川下流工事事務所（当時）の呼びかけで始ま
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

─ 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6～9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。

─ 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
私たち一人ひとりが

ごみ問題と向き合い、行動を起こし、
自然とともに生きる。
そんな社会を目指すべく、
私たちは現場体験を軸とした
"参加者に気づきを促す活動"をしています。
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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

2021年の主な活動

YouTubeチャンネル

オンラインセミナー

下平井水辺の楽校

ビューティートレーニング

荒川のごみの多さと
自然の豊かさの両面を実感

荒川あちこちクリーンエイド

　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。この荒川放水路は令和6年（2024年）に通水100

周年を迎えます。

　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、海のごみの原因にもな

り、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

　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

た皆様には、心よりお見舞い申し上げ

コロナ禍終息を願い、さらに活動を盛り上げていくために

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

3月  ［始動］ YouTube「荒川ブラックスーツ団ちゃんねる」開設
  ［始動］ マイクロプラスチックアクセサリー「aid to」
 5（金）～6（土） ［開催］ 荒川あちこちクリーンエイド（エフピコ環境基金）
 7（日） ［講演］ 板橋ゼロ・ウェイスト プロジェクト（収録）
 9（火） ［講話］ 江戸川区立松江第二中学校環境講話（online）
 11（木） ［開催］ 河川／海洋ごみ講演会─企業担当者向け─（online）
 27（土） ［開催］ 荒川あちこちクリーンエイド（日本財団）※1

　　

4月 15（木） ［出席］ 川ごみ海ごみ対策のNGOの役割検討会
 22（木） ［講話］ Bloomberg L.P. Earth Day環境講話
 24（土） ［開催］ 荒川クリーンエイド体験会in下平井水辺の楽校（キヤノンMJ）

5月 21（金） ［開催］ 荒川クリーンエイド・フォーラム定期総会
 25（火） ［研修］ ライオン（株）新入社員向けサステナビリティ研修（online）

6月 5（土） ［講話］ ミス・アース東京ビューティートレーニング
 6（日） ［参加］ 身近な水環境の全国一斉調査
 26（土） ［講話］ 認定NPO法人ハンズオン東京 環境講話（online）

8月 6（金） [講話］ IVUSA 海ごみ問題に関するウェビナー
 11（水）～12（木） ［講話］ あらかわエコセンター　夏休みエコ教室
 13（金） ［講話］ Bloomberg L.P. 環境講話
 16（月） ［講話］ マネックスグループ 環境講話（online）
 20（金） ［講話］ 新生銀行グループ 環境講話（online）
 26（木） ［講話］ SMBC日興証券 環境講話（online）

9月  ［実施］ 元郷排水機場におけるプラスチックごみの分別・計測（～12月）
   ＊環境省 令和3年度プラスチックごみの海洋への流出実態把握等業務
  ［提携］ メルカリ寄付サーキュラー・エコノミー団体に選定
  ［提携］ エネルギーファンディングの電気を供給するエネラボ（株）と提携
 10（金） ［公開］ 荒川クリーンエイド実施方法・安全管理動画公開
 25（土） ［出演］ BS朝日「バトンタッチ SDGsはじめてます」

10月  ［始動］ HSBCグループからの寄付を活用したプロジェクトスタート
 2（土） ［開催］ 荒川あちこちクリーンエイド（三井物産環境基金）※2

　　

   ＊BS朝日「ごみをひろおう★ごみピカ」キャンペーン
 16（土） ［開催］ 荒川あちこちクリーンエイド（三井物産環境基金）
 27（水） ［講話］ アメリカン・エキスプレス 環境講話（online）
 28（木） ［講話］ 東レグループ 環境講話（online）

11月 2（火） ［講話］ 板橋区立蓮根第二小学校環境講話
 7（日） ［開催］ 第15回大学対校！ゴミ拾い甲子園
 13（土） ［開催］ 荒川クリーンエイド体験会in下平井水辺の楽校（キヤノンMJ）
 14（日） ［講話］ ハンズオン東京ユースインパクトチーム環境講話（online）
 20（土） ［調査］ （株）ピリカ協働 河川水中のマイクロプラスチック調査（エフピコ環境基金）
 27（土） ［開催］ ふるさと清掃運動会

12月 1（水） ［公開］ 河川ごみ問題を知るiOSアプリ「FLOAT」リリース
 4（土） ［参加］ 第29回全国水環境マップ実行委員会
 8（水） ［講話］ ソニーグループ 環境講話（online）

※1　日本財団助成事業・・・全7回実施（3/27、5/29、6/30、7/30、10/11、11/11、12/27）
※2　荒川あちこちクリーンエイド（自主開催）・・・全4回実施（7/3、10/2、10/16、12/3）

板橋区立蓮根第二小学校講話

大学対校！ゴミ拾い甲子園

ます。一日も早いご快復をお祈り申し上げます。

　昨年の報告集の挨拶でも同じ挨拶のはじまりでした。当会の

メインの清掃活動も昨年同様…となってしまいました。とはい

うものの、うずくまっているわけにはいかない！

　広報活動に精をだしYouTubeに「荒川ブラックスーツ団」チャ

ンネルなぞつくってみました。つまり子どもたち憧れのいわゆ

る“YouTuber”デビューです。

　「見たくないものは見えない。見たいものが見える」との言葉

を聞いたことがあるかと思います。心理学ではよく知られてい

る事で、自分の意識により偏った見え方になるそうです。なぜ

街や川におちているごみが、誰にも拾われず風に飛ばされてい

くのか。汚いから？面倒くさいから？…いや違うのです。見え

ていないのです、きっと。ですから我々は、見えていない人た

ちのためにごみ問題のエバンジェリストとしてデビューしたのです。

　これを読んでいただけている皆様は、ごみを素通りできない

方々かとおもいますが、お知り合いの方でごみが見えてない人

に、ぜひ我らがチャンネルをご笑覧いただくよう、お薦めして

ください。

　さて、このような状況下でもCOVID-19が鎮静化した隙間に

荒川クリーンエイドに参加された皆様もいらっしゃいました。

本当にありがとうございます。

　2022年度、この禍が終息し、皆様とこれまで以上に一緒にク

リーンエイドができます日を私たち一同心待ちにしております。

その日まで健康に過ごせますよう、心よりお祈り申し上げます。

“荒川で　ちょっといいこと　ごみひろい”

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。

荒川下流部のパートナーシップを紡ぎ、
川・ひと・まちのウェルビーイングな状態を

　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 TRANSFORMATION

～」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は荒川下流ミズベ・

グリーンコミュニティの一つであり、荒川下流のグリーンイン

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紹介されるなど、多くの場で紹介され

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。
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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”とは？
　クリーンエイドは、Clean（きれいにする） ＋ Aid（助ける） の2つの言葉から成る造語です。
「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
　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
この活動は主に次の2点を目的としています。
　①［ごみ問題の意識向上］ 一人ひとりがごみについて考えるきっかけづくりに
　②［河川ごみの実態調査］ ごみの傾向を数値化（見える化）し、情報発信や関係団体との連携に活用
　　＊本活動はICC（P28参照）調査の一端も担っています。

■活動の流れ

●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
実施方法、注意事項などの説明。

２ 調べるごみ拾い
「川ごみ調査カード」（右図）を利用し、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ごみ拾い。

３ ふりかえり・閉会
調査カードを活用し、参加者同士で感想や意見を
交えてごみ問題について考える。

４ ごみ集積・自治体に報告
回収されたごみは河川事務所、沿川自治体の協
力のもと回収される。

●川ごみ調査カード

※調査票は、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

と

尾
び

 はぜ子 

©きーち

ごみ拾おう!

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

語です。

©きーち

拾い
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三井物産環境基金支援事業　［案件No.K19-0033］

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/knowled
ge）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。河川ごみ対策は根本療法と対
症療法の両輪をうまく機能させる必要があります。

多様なパートナーシップから付加価値を

　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。10月にはミス・アース東京／埼玉と協働した女性向け荒
川清掃を初開催しました。

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 

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。

芝川水門（埼玉県 川口市）
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2021年も荒川クリーンエイドはCOVID-19に振り回されました。
それでも荒川の仲間たちは清掃活動に励みました。ここでは、各団体が主に活動したエリアを紹介します。

荒川クリーンエイドのネットワーク  ～源流から河口まで～

●行政

・川口市建設部建設管理課
・非公開
・江東区役所土木部施設保全課

合計・3団体　

●学校

・葛飾区立宝木塚小学校
・葛飾区立小松南小学校
・中央大学杉並高等学校
・山脇学園中学校
・江戸川区立平井東小学校
・江戸川区立平井小学校
・東京都立東高等学校

合計・7校　

●企業

・豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）
・（株）ナックプランニング／

・ （NPO）共同生活推進協議会
・ハウスコム（株）
・日本水産（株）
・東レ（株）
・大東建設（株）
・（株）ギークピクチュアズ
・日本プラスチック工業連盟／（株）エフピコ
・（株）エフピコ
・（一社）東京損害保険代理業協会
・三菱ケミカル（株）
・マネックスグループ
・ローソングループ
・（株）駿河屋
・Point72・Japan・Limited

・（株）エックスワン
・松山油脂（株）
・小名木川支部協議会

・ （14社の企業連合体）
・岩田地崎建設（株）／

・ 江戸川区立松江第一中学校
・DEXTE-K
・キヤノンビズアテンダ（株）
・ライオン（株）
・近畿日本ツーリスト労働組合
・ソニーグループ
・テレフレックスメディカルジャパン（株）
・Zuora・Japan／

・ （認定NPO）ハンズオン東京
・（株）セールスフォース・ドットコム

合計・27企業　
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●市民団体

・秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）
・（NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会
・板橋月例チャレンジ実行委員会
・板橋区立リサイクルプラザ
・荒川夢クラブ
・川口市社会福祉協議会／

・ かわぐちボランティアセンター
・北区水辺の会
・北区水辺クラブ
・国際ロータリー第2580地区北分区
・ボーイスカウト東京連盟城北地区北第11団
・足立区本木・水辺の会
・あだちSOLV
・すみだ地域ねこの会
・足立区総合ボランティアセンター
・チームたきお
・トラッシュ・ロワイヤル
・ふるさと清掃運動会実行委員会
・生活クラブ運動グループ葛飾地域協議会
・生活クラブ・まちかつしか運営会議
・川の手ファンクラブ

・（NPO）国際ボランティア学生協会・IVUSA
・（認定NPO）えどがわエコセンター
・東京東江戸川ローターアクトクラブ
・国際ロータリー第2580地区ローターアクト
・Tokyo・River・Friends
・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
・Pure・Sea・Water
・（一社）プロギングジャパン
・23区南生活クラブ

・ 生活共同組合まち江戸川
・23区南生活クラブ生活協同組合
・江戸川・生活者ネットワーク／

・ ガールスカウト第215団
・（認定NPO）ハンズオン東京・ユースPJ
・下平井水辺の楽校
・Green・Sophia
・えこっくる江東
・小松川平井連合町会

合計・37団体　



 1 秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）

秩父郡長瀞町エリア（秩父市）

日曜日の県民の日、天気も良くにぎやかな人出、多量のごみを予想し
た。総勢17名でごみ拾いハイキング。岩だたみを、足元の安全を気を
つけながら歩きます。約2キロの道のりを、途中では講師の先生の説明
に耳を傾けながら進みます。終わってみると、予想に反してごみは大
変少なかった。ごみ調査の集計を行い、事前に連絡してあった長瀞町
の職員にごみを渡し、楽しい昼食とした。おいしかった。
❶11/4（日） ❷15（7）人 ❸2袋（0/1/－） ❹1袋（0/1/－）

荒川熊谷エリア（熊谷市）

❶11/14（日） ❷900（300）人 ❸回収ごみ量：350kg（粗大ごみ含む）

1）西新井橋下流左岸（足立区）　2）荒川親水公園（戸田市）

年の第14回大会に参加した学生の活動とその成果を高く評価し、2年
連続での開催が決定しました！・約1年ぶりに同地で開催された同大会
には、なんと全19大学、146人の大学生が参加。前大会にあたる第14
回大会と比較すると参加人数は約3倍に増え、大幅に規模がアップしま
した！　
1）❶6/6（日） 中止
2）❶11/7（日） ❷150人 ❸64袋（53/3/8） ❹8袋（2/5/1） ❺36個

荒川運動公園周辺（川口市）

戸田橋野球場～笹目橋高架下前（板橋区）

❶2/20（土） 中止

NPO法人熊谷の環境を考える連絡協議会

❶4/25（日） 中止

荒川運動公園周辺（川口市）

❶11/12（金） ❷25人 ❸19袋（6/7/6） ❺5個
❶11/15（月） ❷23人 ❸18袋（6/5/7） ❹9袋（6/3/－） ❺8個
❶11/16（火） ❷26人 ❸10袋（10/0/8） ❹4袋（1/3/－） ❺2個
❶11/22（月） 中止

北区・子どもの水辺（北区）

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。
❶1/7（木） ❷17（1）人 ❸1袋（1/0/0） ❺1個
❶2/7（日） 中止
❶3/14（日） ❷8人 ❸1袋（1/0/0） ❺2個
❶3/20（土） ❷8人 ❸7袋（7/0/0） ❺1個
❶4/11（日） ❷5人 ❸7袋（7/0/0） ❺4個
❶4/17（土） ❷10人 ❸13袋（13/0/0） ❺3個
❶5/9（木） ❷92人 ❸8袋（8/0/0） ❻中央大学理工学部都市環境学科
❶5/15（土） ❷25（8）人 ❸8袋（8/0/0）
❶9/12（日） ❷8人 ❸2袋（2/0/0） 
❶9/24（金） ❷92（76）人 ❸2袋（2/0/0） ❻文京区立柳町小学校4年生
❶11/20（土） ❷10人 ❸15袋（15/0/0）

豪田ヨシオ部は、昨年
に引き続き、埼玉県庁
と共催し、「第15回・大
学対校！・ゴミ拾い甲子
園・in埼玉県」を11月７
日、埼玉県戸田市の荒
川親水公園で開催しま
した！　同県庁の担当
職員のみなさんが、昨

「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

北区・子どもの水辺（北区）

オンラインで開催し、当日は台風接近の中、予定通り開催しました。
ごみは普段よりも少なくきれいでした。終了予定15分前に大雨となり、
活動打切りとなりました。
❶8/7（土） ❷13（6）人 ❸3袋（1/1/1）

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。当日
は「夏！体験ボランティ
ア」プログラムの一環と
して、参加者への事前
オリエンテーションを

荒川岩淵関緑地（北区）

❶9/12（日） 中止

鹿浜橋下流左岸（足立区）

❶6/25（金） ❷46（33）人 ❸24袋（16/0/8） 
❻五反野ワンドの自然再生を考える会/足立平成五色桜を育む会生

足立区内の北鹿浜小学
校からの、要請に応え
て、今年度の環境学習
（数えるごみ拾い）を、
荒川河川敷で4年生の
生徒・保護者を対象に
実施した。

東武伊勢崎線周辺（足立区）

境への意識が高まっています。これからも継続して頑張っていきます。
❶7/17（土） 中止
❶9/18（土） 中止
❶10/9（土） ❷6（1）人 ❸2袋（2/0/0） ❹3袋（1/1/1）

月に一度集まって、主
に足立区平野にて活動
していますが、コロナ
禍においては、各参加
者の居住地域でリモー
トでごみ拾いをするこ
ともありました。活動
する中で多くのごみが
落ちていることを実感
し、参加者それぞれ環

戸田橋周辺（戸田市）

❶12/12（日） ❷183（20）人 ❸26袋（16/3/7） ❹8袋（1/6/1） ❺16個

わぐちボランティアセンター登録団体の荒川夢クラブ様にも協力して
いただき、当日は水質検査なども行い、いろいろな発見ができたイベ
ントとなりました。来年度以降もまた企画しようと思います！！
❶11/20（日） ❷21（9）人 ❸14袋（4/4/6） ❹5袋（2/3/－） ❺1個

荒川運動公園周辺（川口市）

何かしたい！と相談に
来てくれる中高生に、
コロナの影響で紹介で
きるボランティアが少な
くなってしまったことか
ら、なにかできるもの
はないか…と思い、最
近注目されているSDGs
にも貢献できるごみ拾
いを企画しました。か

荒川知水資料館付近（北区）

❶9/26（土） 
❷35（15）人 
❸4袋（2/2/0） 
❹1袋（1/0/－）

 2

豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR） 3

 4 （株）ナックプランニング／
NPO法人 共同生活推進協議会

 5 板橋月例チャレンジ実行委員会

6 板橋区立リサイクルプラザ

荒川生物生態園・戸田橋緑地（板橋区）

❶3/21（日） 中止 ❷10/31（日） 中止

7 荒川夢クラブ

8 川口市建設部建設管理課

荒川運動公園周辺（川口市）

❶10/31（日） 中止

 9 ハウスコム（株）

10 川口市社会福祉協議会
かわぐちボランティアセンター

11 北区水辺の会

12 北区水辺クラブ

13 国際ロータリー第2580地区北分区

14 ボーイスカウト東京連盟城北地区北第11団

15 足立区本木・水辺の会／エコロジー夢企画／
足立区立北鹿浜小学校

16 あだちSOLV

堀切橋上流右岸（足立区）

しや、空き缶やビニール袋の放置もあるので、日々ごみ拾いもしてい
ます。年々仲間も増え、河川敷が人にとっても猫にとっても、より良
い環境になるために頑張っています。
❶4/17（土） ❷10人 ❸23袋（16/2/5） ❹4袋（1/3/－）

すみだ地域ねこの会で
は、河川敷に生息する
野良猫達のお世話や清
掃活動をしています。
これ以上猫が増えない
様、不妊去勢手術はも
ちろん、捨て猫犯罪防
止にも警察と取り組ん
でいます。また、気ま
ぐれで餌の置きっぱな

17 すみだ地域ねこの会

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　学校

実施会場名
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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荒川クリーンエイド2021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



常磐線上流右岸（足立区）

計77袋分のごみを回収することが出来ました。参加者からは「河川にこ
んなにごみがあるなんて知らなかった」という声が多く寄せられ、河川
ごみの現状を知ってもらう良い機会となりました。
❶3/28（日） ❷42（6）人 ❸54袋（32/0/22） ❹19袋（16/3/－） ❺21個

「日本一楽しいゴミ拾い」
を目指して実施したゴ
ミ拾いイベント「トラッ
シュ・ロワイヤル」。団
体名が決まっていなか
ったので「チームたきお」
として実施いたしまし
た。一回目の開催でし
たが若者を中心に44名
に集まっていただき、

東武伊勢崎線高架下（足立区）

10～20代の方に多く集まって頂きました。途中休憩時間を入れたこと
で参加者同士で交流する機会も作ることができ、ごみを拾いながら楽
しく実施できてよかったです。
❶5/30（日） 中止
❶6/6（日） ❷35（2）人 ❸32袋（20/7/5） ❹10袋（3/7/－） ❺7個

3月に引き続き2回目の
開催となったゴミ拾い
イベント「トラッシュ・
ロワイヤル」。直前まで
雨が降り、天気も不安
定な中の実施でしたが、
40名もの参加者と47袋
ものごみを拾い集めま
した。6月の今回は以前
よりも年齢層が低く、

千住新橋周辺右岸（足立区）

❶10/30（土） 中止

千住新橋上流右岸（足立区）

鑑み、参加者数を100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。
❶11/27（土） ❷62（2）人 ❸155袋（84/3/68） ❹33袋（11/22/－） ❺33個

ふるさと実行委員会は
毎年10月を集中月間と
して、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15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

千住新橋下流右岸（足立区）

を深める場にもなりました。企画から運営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いただき、有意義な活動にすることが
できたと感じております。ありがとうございました。
❶12/11（土） ❷28（12）人 ❸11袋（8/1/2） ❹3袋（1/2/－） ❺7個

大東建設㈱は大東建託
グループ会社で北区赤
羽に本社があります。
グループ全体として積
極的に環境保全活動に
取り組んでおります。
今回、想像以上に多い
ごみの量を目の当たり
にし、環境について考
えるのと同時に、交流

江北橋下流右岸（足立区）

❶12/18（土） 
❷5人 
❸6袋（2/0/4）

平井大橋上流（葛飾区）

❶3/5（金） ❷23人 ❸60袋（38/0/22） ❹6袋（4/2/－） ❺19個
❻エフピコ環境基金
❶3/6（土） ❷28（5）人 ❸106袋（51/1/54） ❹8袋（6/2/－） ❺44個
❻エフピコ環境基金

四ツ木橋下付近（葛飾区）

片も多く、これが川や海に流れると生物が摂取し、いずれ自分が食べ
る事になるかもしれないと思うと怖くなりました。」「環境に良い物を選
び、ゴミを減らす取り組みをしていきたい。」等の感想がありました。
一度きりにせず、自然観察会などの学習企画もおり混ぜながら、継続
して清掃活動を行っていきたいです。
❶3/20（土） ❷21（9）人 ❸31袋（23/0/8） ❹13袋（3/9/1） ❺17個
❻生活クラブまちかつしか運営会議

生活クラブまちかつし
か運営会議と生活クラ
ブ運動グループ葛飾地
域協議会の主催にて、
はじめての開催でした
が、多くの方に参加い
ただき清掃活動を実施
しました。参加者から
は「ゴミの多さに驚いた」
や「細かいプラスチック

四ツ木橋下付近（葛飾区）

❶7/10（土） 中止

1）葛飾あらかわ水辺公園（葛飾区）　2）木下川水門周辺（江戸川区）
3）中土手五色池（江戸川区）　　　　4）下平井水辺の楽校（江戸川区）

拾いに参加くださいね！
1）❶4/24（土） ❷7人 ❸55袋（35/0/20） ❹5袋（5/0/－） ❺15個
　❶5/8（土） ❷5人 ❸19袋（16/0/3） ❹3袋（3/0/－） ❺95個
　❶7/11（日） ❷11（3）人 ❸28袋（19/0/9） ❹6袋（2/4/－） ❺3個
　❶9/12（日） 中止
　❶11/13（土） ❷7人 ❸27袋（20/0/7） ❹6袋（3/3/－） ❺9個
2）❶6/13（日） ❷11（2）人 ❸33袋（16/1/16） ❹14袋（6/8/－） ❺28個
3）❶8/15（日） ❷2人 ❸7袋（7/0/0） ❹3袋（1/2/0） ❺6個
4）❶10/10（日） ❷19（1）人 ❸39袋（31/0/8） ❹8袋（1/7/0） ❺31個

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

木根川橋周辺（葛飾区）

❶5/6（木） 中止

江北橋下流右岸（足立区）

受けて事業を営むニッスイとして、現地・現物・現実を知り、自らが
感じ考え行動する第一歩として、入社後早い段階でこの実習を行えた
ことは大変有意義でした。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事として捉え、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います。
❶4/28（水） ❷52人 ❸38袋（26/1/11） ❹12袋（3/9/－） ❺37個
❶4/30（金） 中止

2020年度は新型コロナ
ウイルスの影響で、多
くの研修・イベントが
例年通りにはできませ
んでしたが、今年は感
染防止対策を行った上
で、新入社員研修の一
環として4月に荒川環
境学習を行うことがで
きました。海の恵みを

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　学校

実施会場名 
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

18 日本水産（株）

19 足立区総合ボランティアセンター

東武伊勢崎線下流右岸（足立区）

ーンエイド・フォーラムさんから河川や海に流れ込んだプラスチック
のごみ問題について講義を受けたあと、実際に川べりを目にしてみる
とそのごみの多さに驚きました。家庭ごみを少しずつ減らす等、環境
問題のために自分たちが出来ることを改めて考える良い機会となりま
した。
❶5/30（日） ❷13人 ❸15袋（8/1/6） ❹4袋（1/3/－） ❺2個

足立区総合ボランティ
アセンターでは、令和
3年5月30日に「ごみゼ
ロデー！」と題してボラン
ティアさんを募り、荒
川河川敷で清掃活動を
行いました。大学生か
ら70代の方まで、12
名の方に参加していた
だきました。荒川クリ

20 チームたきお

21 トラッシュ・ロワイヤル

22 東レ（株）

23 ふるさと清掃運動会実行委員会

24 大東建設（株）

25（株）ギークピクチュアズ

26 日本プラスチック工業連盟／（株）エフピコ

27（株）エフピコ

28 生活クラブ運動グループ葛飾地域協議会

29 生活クラブ まちかつしか運営会議

30 川の手ファンクラブ

1）千住新橋周辺右岸（足立区）　　2）木根川橋周辺（墨田区）
3）平井大橋周辺（葛飾区）　　　　4）船堀橋上流左岸（江戸川区）

動の場となりました。また河川敷でレクリエーションをすることがで
きる荒川は交流の場としても貴重です。その他にも高校生や中学生の
スタディツアーの場としても荒川清掃を活用させていただきました。
1）❶5/26（水） 中止
　❶6/15（火） ❷26（22）人 ❸4袋（3/1/0） 
2）❶5/12（水） ❷40（32）人 ❸16袋（9/3/4） 
　❶7/26（月） ❷29（25）人 ❸6袋（3/1/2） 
　❶7/28（水） 中止
　❶12/22（水） ❷40人 ❸21袋（9/7/5） ❺2個
3）❶10/10（日） ❷13人 ❸31袋（20/4/7） 
　❶11/6（土） ❷35人 ❸50袋（26/15/9） ❹3袋（1/2/－） ❺10個
　❶11/7（日） ❷46人 ❸32袋（18/5/9） ❹1袋（0/0/1） ❺19個
　❶12/4（土） ❷6人 ❸18袋（14/1/3） ❹3袋（1/1/1） ❺1個
　❶12/18（土） 中止
4）❶10/14（日） ❷14人 ❸16袋（9/4/3） ❹6袋（0/5/1） ❺17個

IVUSAでは、昨年に引
き続き、「Youth・for・the・
Blue」をコンセプトに海
洋ごみ対策のキャンペ
ーンを行いました。相
変わらずのコロナ禍で
大規模な活動が困難な
中、身近な清掃活動は
大学生たちにとっても
貴重なボランティア活

31（NPO）国際ボランティア学生協会 IVUSA
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堀切橋周辺（葛飾区）

環境問題と本活動が環境にどう役立つか理解した上でごみ拾いをした
ので、さらに社員の環境意識が向上したと思います。「来年も参加した
い・!」という子どもたちの声、嬉しいですね。
❶11/27（土） ❷73（8）人 ❸109袋（63/0/46） ❹30袋（10/20/－） ❺24個

マネックスグループ、
マネックス証券、カタ
リスト投資顧問、コイ
ンチェックの社員が集
結。3回目の今回は参加
人数が過去最多でした。
139袋のごみと24個の
粗大ごみを収集。今年
は事前に社内で環境講
話を行い、川と海洋の

1）堀切橋周辺（江東区）　2）木根川橋～平井大橋（葛飾区）

中での開催でしたが、加盟店の皆さんやローソンの社員及びその家族
など50名が参加し、楽しみながら活動を行いました。今後も継続的に
河川や公園、海岸などの清掃活動を実施してまいります。
1）❶5/22（土） 中止
2）❶11/27（土） ❷50（10）人 ❸22袋（12/4/6）

ローソンは、「私たちは
〝みんなと暮らすマチ＂
を幸せにします。」とい
うグループ理念の実現
のため、SDGsの推進に
積極的に取り組んでい
ます。荒川での清掃活
動は今回で24回目とな
りました。コロナ禍の
ため、人数制限がある

四ツ木橋周辺（墨田区）

を身に付ける必要があると感じました。
❶10/23（土） ❷16（2）人 ❸24袋（13/5/6）

今回は社員とその家族
16名が清掃活動に参加
しました。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

四ツ木橋周辺（墨田区）

「調べるごみ拾い」はごみを詳しく知ることで、ごみ問題や環境問題に
ついて考えるきっかけとなります。私たちは今後も生活を見直し、環
境保全意識を高め、自然回復することめざし、今後も活動を行ってい
きたいと思います。次回も皆さまのご参加お待ちしております。
❶10/30（土） ❷28（1）人 ❸32袋（23/4/5） ❺13個

コロナ禍で活動自粛の
中、2年振りの活動とな
りました。拾っても、
拾ってもなかなか減ら
ない河川ごみ。この活
動の目的である自然の
回復は、生き物たちを
守り、ヨシ原や干潟が
きれいになると水質浄
化の機能が高まります。

堀切橋付近～清砂大橋（墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区）

てないという意識改革に繋がり、SDGsを現場内に浸透させることが
出来ました。
※小名木川支部協議会とは
荒川下流河川事務所の小名木川出張所管内で実施される工事の施工に
係わる安全と工事の円滑な進捗を図ることを目的に設置された協議会。
❶9/25（土）～10/1（金） ❷150人 ❸123袋（75/15/33） ❹24袋（8/16/－） 
❺23個 ❻荒川下流河川事務所小名木川出張所／中原建設（株）／
大勝建設（株）／豊国工業（株）／（株）日立インダストリアルプロダクツ／
キムラ工業（株）／前田建設工業（株）／岩田地崎建設（株）／
東亜建設工業（株）／東洋建設（株）／金杉建設（株）／（株）新井組

私たち小名木川支部協
議会はSDGs17の目標
のうち、目標17「パー
トナーシップ」で河川
／海洋ごみ問題の解決
を目指し、荒川の清掃
活動に参加しました。
現場職員や作業員とみ
んなで清掃活動をする
ことにより、ごみを捨

船堀橋～葛西橋左岸（江戸川区）

に参加しごみ拾いを行いました。学生さんたちは実に積極的に、また
真剣にごみ拾いや拾ったごみの仕分け作業をし、たくさんのことを感
じながら参加してくれました。ごみ拾いを行うことで、自らの行動が
地域社会に貢献することの大切さ、またごみをポイ捨てしないという
意識を共有することが出来たのではないかと思います。学生さんたち
と触れ合う中で、リーダシップのある生徒、協調能力の高い生徒、思
いやりのある生徒、将来の夢に向かって実際に行動している生徒、様々
な個性を持っているなと感じました。今回のクリーンエイドの場が、
より良い地域社会作りや地球の環境問題について考えるいいきっかけ
となれればと思います。また私たち大人も、学生さんとごみ拾いを行
う中で、生徒たちの純粋に物事に取組む姿勢、自分に自信を持って夢
に向かう姿、何事も楽しみながら行動する様子を目の当たりにして、
初心にかえって改めて自分自身を見つめなおすいい機会だったなと感
謝しております。
❶11/26（金） ❷80（70）人 ❸35袋（27/1/7） ❹16袋（5/10/1） ❺13個

私たち岩田地
崎建設㈱では
職場体験の一
環として、江
戸川区松江第
一中学校の生
徒と一緒にク
リーンエイド

1）船堀橋下流（江戸川区）　2）葛西海浜公園 東なぎさ（江戸川区）

人のほか企業や学生などの参加があり、たくさんのごみを回収するこ
とができました。清掃活動後は、様々な団体の協力のもと、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）❶3/13（土） 中止
2）❶11/7（日） ❷46人 ❸37袋（37/0/0） ❹2袋（1/1/－） ❺10個 
　❻葛西東渚・鳥類園友の会他

えどがわエコセンター
では、ラムサール条約
登録湿地である葛西海
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。今年度、
春は荒天により中止と
なりましたが、秋は個

木根川橋下流（葛飾区）

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。
❶11/6（土） ❷90（4）人 ❸192袋（97/52/43） ❺30個

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

葛飾あらかわ水辺公園（葛飾区）

❶10/9（土）・❷9人・❸8袋（6/1/1）・❺1個

32（一社）東京損害保険代理業協会

33 葛飾区立宝木塚小学校

堀切水辺公園（葛飾区）

この活動をすることによって、子供たちの意識が変わりました。川ご
みをなくそうと考える児童が増えました。ありがとうございます。
❶10/21（木） ❷100（94）人 ❸4袋（2/1/1） ❺1個 
❻全国川ごみネットワーク基金

34 三菱ケミカル（株）

35 マネックスグループ

36 ローソングループ

木根川橋～京成押上線間（墨田区）

粗大ごみもありますが、家庭から出るようなものの多さにも気づかさ
れます。詰め替え用のものを使ったり、マイボトルを使ったりと、私
たち消費者が個々の意識を少しずつ変えていかなければならないなと
感じます。
❶5/8（土） 中止
❶9/18（土） 中止
❶10/2（土） ❷11（1）人 ❸15袋（7/4/4） ❺5個

私たち駿河屋はスクラ
ップ＆ビルドを繰り返
す建設業界の一人とし
て、地元の荒川河川敷
のごみ拾いを通して環
境を真剣に考える機会
とし、毎年クリーンエ
イドの活動に参加して
います。ごみの中には
不法投棄に近いような

37（株）駿河屋

38 Point72 Japan Limited

39（株）エックスワン

40 松山油脂（株）

木根川橋下流（墨田区）

あらためて人が出すごみの多さを感じます。
❶10/30（土） ❷29（8）人 ❸26袋（19/5/2）

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
動の一環として今回で
10回目の参加となりま
す。今回もペットボト
ルやプラスチック容器
が多く、金属が抜き取
られたコードも目立ち
ました。活動をすると、

41 小名木川支部協議会

42 岩田地崎建設（株）／江戸川区立松江第一中学校

43（認定NPO）えどがわエコセンター

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　学校

実施会場名 
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

中土手五色池（江戸川区）

❶6/30（水） ❷93（90）人 ❸1袋（1/0/0） ❻中土手に自然を戻す市民の会

葛西橋上流中土手（江戸川区）

❶11/2（火） ❷12人 ❸4袋（2/1/1） ❹1袋（1/0/－）

44 葛飾区立小松南小学校

45 非公開
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中土手五色池（江戸川区）

❶2/21（日） ❷3人 
❸5袋（3/1/1） ❹1袋（0/1/－） 
❺2個
❶3/21（日） 中止
❶4/18（日） ❷3（1）人 ❸9袋（4/0/5） ❹1袋（0/1/－） ❺2個
❶5/16（日） ❷1人 ❸3袋（2/1/0） 
❶6/20（日） ❷2人 ❸1袋（1/0/0） 
❶7/18（日） ❷1人 ❸2袋（2/0/0）
❶8/15（日） 中止
❶9/19（日） ❷7人 ❸34袋（23/0/11） ❹3袋（1/2/－） ❺3個
❶10/17（日） ❷1人 ❸14袋（13/1/0） ❹2袋（0/2/－） ❺2個
❶11/21（日） ❷2人 ❸1袋（1/0/0） 
❶12月19日（日） ❷13（2）人 ❸41袋（30/0/11） ❹12袋（0/12/0） ❺11個

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。

1）新四ツ木橋上流（墨田区区）　　　　2）葛飾あらかわ水辺公園（葛飾区）
3）木根川橋下流（葛飾区）　　　　　　4）都営新宿線下流（江戸川区）
5）清砂大橋下流（江東区）

1）❶3/27（土） ❷11人 ❸61袋（50/6/5） ❺3個
　❶5/29（土） ❷11（1）人 ❸59袋（55/3/1） ❺4個
　❶6/30（水） ❷2人 ❸5袋（4/0/1） ❹1袋（0/1/－）
　❶7/30（金） ❷2人 ❸11袋（9/1/1） 
　❶10/11（月） ❷2人 ❸16袋（12/3/1） ❺1
　❶12/27（月） ❷2人 ❸17袋（15/1/1） ❹7袋（2/5/－） ❺12個
2）❶10/16（土） ❷16（5）人 ❸46袋（30/6/10） ❺13個
　❶11/11（木） ❷1人 ❸35袋（30/1/4） ❹2袋（1/1/－） ❺18個
3）❶12/3（金） ❷6人 ❸18袋（5/0/13） ❹8袋（5/3/－） ❺13個 
　❻JUNESEP
4）❶7/3（土） ❷3人❸48袋（10/0/38） ❹17袋（4/13/－） ❺6個
5）❶7/3（土） 中止
　❶10/2（土） ❷27（1）人 ❸23袋（19/0/4） ❹10袋（6/4/0） ❺19個

今年もACFは河川ごみ
と戦い続けました。清
掃活動の主催・共催だ
けでなく、ごみの発生
源調査からマイクロプ
ラアクセサリーまで、
幅広く活動してたんで
すよ。実は。

1）四ツ木橋～京成押上線（墨田区）　　2）東西線下流右岸（江東区）
3）船堀橋下流中土手（江戸川区）　　　4）葛西橋周辺（江戸川区）
5）都営新宿線上流（江戸川区）　　　　6）都営新宿線下流（江戸川区）

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）❶1/3（日） ❷14（1）人 ❸61袋（38/2/21） ❹16袋（5/11/－） ❺30個
　❶2/13（土） ❷5人 ❸51袋（32/1/18） ❹28袋（24/4/－） ❺30個
2）❶5/13（木） ❷8人 ❸18袋（15/1/2） ❹4袋（1/3/0） ❺50個
3）❶2/7（日） ❷15人 ❸72袋（38/0/34） ❹16袋（5/11/－） ❺15個
　❶3/14（日） ❷10人 ❸67袋（41/1/25） ❹19袋（5/14/－） ❺20個
4）❶3/7（日） ❷16人 ❸90袋（45/0/45） ❹18袋（5/13/－） ❺30個
　❶4/4（日） ❷14人 ❸124袋（72/4/48） ❺12個
　❶5/2（日） ❷16（1）人 ❸85袋（62/0/23） ❹17袋（5/12/－） ❺50個
　❶5/30（日） ❷11人 ❸49袋（29/1/19） ❹28袋（18/10/－） ❺25個
　❶6/6（日） ❷18（11）人 ❸38袋（29/0/9） ❹7袋（2/5/－） ❺30個
5）❶8/29（日） ❷14人 ❸45袋（31/1/13） ❹34袋（2/31/1） ❺34個
6）❶7/11（日） ❷12人 ❸37袋（24/0/13） ❹13袋（8/5/－） ❺25個
　❶7/25（日） ❷10（1）人 ❸26袋（21/0/5） ❹11袋（3/8/－） ❺10個
　❶8/1（日） ❷23（1）人 ❸58袋（44/0/14） ❹18袋（4/14/－） ❺30個
　❶9/5（日） ❷15（1）人 ❸42袋（31/1/10） ❹22袋（2/20/－） ❺20個
　❶9/26（日） ❷18人 ❸60袋（43/1/16） ❹10袋（3/7/－） ❺25個
　❶10/3（日） ❷32（10）人 ❸49袋（35/0/14） ❹13袋（4/9/－） ❺5個
　❶10/24（日） ❷18人 ❸50袋（37/0/13） ❹11袋（3/8/－） ❺30個
　❶11/7（日） ❷30人 ❸55袋（37/0/18） ❹15袋（5/10/－） ❺25個
　❶11/28（日） ❷28人 ❸53袋（42/0/11） ❹9袋（3/6/－） ❺15個
　❶12/5（日） ❷14人 ❸26袋（21/0/5） ❹5袋（1/4/－） ❺10個
　❶12/26（日） ❷11人 ❸40袋（26/0/14） ❹9袋（3/6/－） ❺20個

Tokyo・River・Friends,・
Jambo・International’s・
river・clean・up・
group,・holds・regular・
monthly・clean・up・
events・on・Tokyo・
area・rivers・(generally・
the・Arakawa・and・
Edogawa)・as・well・
as・occasional・beach・

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

❶5/14（金） 中止

葛西海浜公園 西なぎさ（江戸川区）

はなかなか取りづらく、いつも苦労するのですが、協力しあいペットボト
ルをはじめ沢山の飲料系のボトルを収集しました。今回も原っぱにはビ
ニルごみと小さなプラスチックが相変わらず散乱しており、そちらも沢山
収集できました。小さなごみを沢山拾うことは、やはり大変なことですが、
みんなでその大変さも共有するので沢山収集できるのだと思います。
❶4/17（土） ❷11人 ❸15袋（15/0/0） ❺3個  ❻TOTOグループ
❶7/17（土） ❷12（2）人 ❸ 17袋（17/0/0） ❺7個
❶8/21（土） ❷4人 ❸9袋（9/0/0） ❺5個
❶9/11（土） ❷4人 ❸14袋（14/0/0） ❺10個
❶10/9（土） ❷12人❸7袋（7/0/0） ❺5個 ❻ジブラルタ生命保険（株）
❶10/16（土） ❷45（4）人 ❸21袋（21/0/0） ❺7個
❶11/6（土） ❷27人 ❸20袋（20/0/0） ❺19個 ❻トーセイ（株）
❶11/20（土） ❷32（6）人 ❸15袋（15/0/0） ❺9個

今回は少し志向を変え
て、いつも大型の漂着
ごみが多い荒川河口堰
沿い側から収集をして
いただくようにしました。
荒川河口堰沿いのコン
クリートブロックの間に
挟まっているペットボト
ルなどを多く収集しまし
た。挟まっているごみ

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

❶1/14（木） 中止 ❶3/12（金） 中止

都営新宿線下流右岸（江戸川区）

❶3/24（水） ❷47（39）人 ❸14袋（13/1/0） ❹5袋（1/4/－） ❺1個

都営新宿線上流右岸（江戸川区）

5月に荒川の清掃活動に
参加させて頂きました。
天気は曇り。過ごしや
すい気温で清掃活動を
行う事ができました。
清掃したエリアは決し
て広くは無かったので
すが、こんなにもごみ
があるとは思いません
でした！こんな物も捨

1）都営新宿線周辺右岸（江戸川区）　2）船堀橋周辺右岸（江戸川区）

❶6/5（土） 中止
❶9/19（日） 中止
❶11/28（日） ❷51（12）人 ❸62袋（34/1/27） ❹9袋（3/6/ ー） ❺11個

葛西橋上流（江戸川区）

❶11/2（火） 中止
❶9/12（火） 中止

葛西橋上流（江戸川区）

会は今までもありました。しかしながら、今回はただごみ拾いをする
だけでなく、マイクロプラスチックなどの環境問題を、より意識しな
がら活動が出来ました。風邪が強い中にも関わらず、合計80名以上の
参加となりましたが、どの参加者からも今後活動を行う上で、非常に
参考になったとの感想があがりました。
❶11/27（日） ❷52（2）人 ❸23袋（18/0/5） ❹6袋（0/3/3） ❺1個 

ローターアクトクラブ
は、18～35歳前後の若
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
をしている団体で、世
界各国で様々なクラブ
が活躍しています。我
々は奉仕団体ですので、
ごみ拾い活動をする機

46 東京東江戸川ローターアクトクラブ

47 国際ロータリー第2580地区ローターアクト

48 DEXTE-K

49 Tokyo River Friends

50 中土手に自然を戻す市民の会

51（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム

52 中央大学杉並高等学校

53 山脇学園中学校

平井大橋上流右岸（江戸川区）

❶4/5（月） ❷5人 ❸3袋（3/0/0）

54 Pure Sea Water

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

に取り掛かってみると、僅か150mの川沿いにこんなにもごみが捨てら
れているのかと衝撃を受けていたようです。この研修により、新入社
員ひとりひとりが社会課題を自分事として捉え、自分達にできること
は何かを考え、取り組む第一歩になったのではないかと思います。
❶5/8（土） ❷17人 ❸13袋（8/0/5） ❹5袋（1/4/－） ❺7個

地下鉄都営新宿線東大
島駅付近の荒川河川敷
にて実施。標準的な大
きさ45リットル入りの
ごみ袋で、燃やすごみ
8袋を回収。ほかにも、
ペットボトルや、びん、
空缶、粗大ごみなど、
多く拾うことができま
した。実際に回収作業

55 キヤノンビズアテンダ（株）

56 ライオン（株）

57 近畿日本ツーリスト労働組合

58 ソニーグループ

船堀橋周辺右岸（江戸川区）

❶6/19（土） 中止

59（一社）プロギングジャパン

てられているの！？また、活動して分かった事が多くありました。直
接荒川に捨てられなくても流れ着いた物もあるということなので定期
的に清掃を行う事の大切を感じました。そして終えた後の達成感がと
ても清々しい気持ちになれました。SDGsが取り上げられる昨今でもあ
ります。自分達で出来る事から積極的に参加していく事が大切である
という事！とても勉強になりました。次回も参加させて頂きたいと思
います。
❶5/22（土） ❷12人 ❸16袋（11/0/5） ❹2袋（1/1/－） ❺16個

JR総武線周辺（江戸川区）

の多さに驚かさせられました。日頃からのごみ削減の工夫の大切さを
あらためて意識しました。
❶9/12（日） ❷19（9）人 ❸7袋（5/0/2） ❹5袋（1/4/－） ❺8個 

荒川河川敷平井大橋付
近にて水辺の調査をし
ました。家族で参加の
組合員が多く、子ども
も大人も虫とりやカニ
を探すのに夢中でした。
河川敷のごみ拾いでは
わずか30分で10袋の河
川ごみを回収。漂着し
たPETボトルやポリ袋

60 23区南生活クラブ生活共同組合まち江戸川

　市民団体　 　行政
　企業　　　 　学校

実施会場名
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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　市民団体　 　行政
　企業　　　 　学校

実施会場名
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

清砂大橋下流（江東区）

❶3/10（水） ❷5人 ❸6袋（4/1/1） ❹2袋（1/1/0） ❺4個

清砂大橋下流（江東区）

辺の生き物に与える悪影響を心配する声や、プラスチックごみの多さ
から環境問題を身近に感じたという声がありました。
❶10/23（土） ❷43（8）人 ❸６袋（4/1/1） ❹2袋（1/0/1） ❺7個

北風が強かったものの
快晴に恵まれ、大勢の
方にご参加いただきま
した。グループごとに
経験者の方が積極的
に声掛けしていただ
き、スムーズに活動す
ることができました。
ふりかえり（アンケー
ト）では、川ごみが水

新砂干潟（江東区）

ことは心配無用でした。いざ新砂干潟につきましたら砂地が固くなっ
ていました。大形ごみから小型ごみから砂に埋まって身動き取れない
ごみもいっぱい！いっぱい！ペットボトルに液体が入っているのが多
かった。液体の正体が分からずそのままにしてきました。プラスチッ
クで出来ているものや陶磁器やガラス類もあり、何に使うのかしら？
　これって何？など和気あいあいのお宝探しで寒さも吹き飛ばしまし
た。大人たちの・・・仲間だけではない・・ちょっと気を遣う会話な
ど楽しみました。でも・・・・まだ・・いっぱい残っているごみ・・・
どうしましょうか？
❶12/5（日） ❷10人 ❸7袋（5/0/2） 

２年ぶりの新砂干潟は
とてもごみ（お宝）がい
っぱい！干潟に入る手
前で足元はどろどろで
滑りやすい！草は伸び
放題！と思いきや・・・
きれい（？）見通しが利
くくらいで手で払いな
がら・・・と思ってい
ましたが、そのような

清砂大橋下流（江東区）

❶12/23（木） ❷254（238）人 ❸35袋（20/10/5） ❹20袋（10/10/0） ❺22個

清砂大橋から新砂リバーステーシ
ョンまでの河川敷を作業しました。
当日は本校生徒に加え、外部から
2団体計7名の方々も参加して下さ
りました。吸い殻などの細かいご
みからドラム缶などの粗大ごみま
で回収し、その種類や量の多さに
生徒たちも驚いていました。今回
は荒川知水資料館によるオンライ
ン講義を受けてからの活動でした
ので、環境問題についてより高い
意識を持って参加することができ
ました。都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

今後も継続したいと思います。
❶12/4（土） ❷9人 ❸7袋（6/0/1） ❹2袋（1/1/－）

下平井水辺の楽校（江戸川区）

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！
❶4/24（土） ❷68（14）人 ❸49袋（36/4/9） ❹10袋（2/8/－） ❺21個
❶5/8（土） 中止
❶6/13（日） ❷36（16）人❸7袋（7/0/0） ❹1袋（0/1/－） ❺4個
❶7/11（日） 中止　　 ❶9/12（日） 中止　　 ❶10/10（日） 中止
❶11/13（土） ❷80（8）人 ❸50袋（40/0/10） ❹14袋（11/3/－） ❺9個

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

Zuora・Japanはサブスク
リプションビジネスを
手掛ける企業です。12
月、荒川河川敷に集っ
たメンバーと共に清掃
活動をしました。掘っ
ても掘っても土の中か
ら出てくるごみ。海洋
ごみ問題の一端に触れ
ることができました。

船堀橋上流右岸（江戸川区）

が、圧倒的に多かったのが「ペットボトル」です。ここで拾い、海に流
れるのを防ぐことはとても意味あることです。海に流されてしまうと
自然界で分解することはなくて、ずっと残り続けます。海の生き物に
迷惑をかけることになりますものね。
❶11/7（日） ❷36（14）人 ❸46袋（22/9/15） ❹12袋（5/7/－） ❺2個 

ヨシが大人の背よりも
高く伸びていましたが、
刈っていただいて川辺
のごみ拾いが出来まし
た。今回は大きなプラ
ごみが多くてごみ袋に
入らないものや、入れ
たら他が入らない大物
が多い年でした。プラ
ごみも多かったのです

下平井水辺の楽校（江戸川区）

江戸川区立平井東小学校では、4年生が近くを流れる荒川の自然につい
て学んでいます。その中でもクリーンエイドの活動は、ごみに関する
知識や、ごみを減らす意欲を高めるだけでなく、故郷を流れる荒川へ
の愛着という思いを、より一層強めてくれています。
❶11/12（金） ❷73（60）人 ❸8袋（5/1/2） ❹3袋（1/2/－）

下平井水辺の楽校（江戸川区）

「荒川クリーンエイド」では、自分たちに身近な荒川の自然を守るため
に何ができるかを考えました。環境を良くするのも悪くするのも私た
ち人間です。豊かな自然を、そして生き物を守っていくことの大切さ
に気がつくよい時間となりました。
❶11/21（日） ❷131（118）人 ❸11袋（6/2/3） ❹2袋（1/1/－）❺23個

都営新宿線周辺右岸（江戸川区）

徒さんたちも参加してくれて総勢45名ほど。たくさんのごみを拾いま
した！でも数週間ですぐにまた溜まってしまうごみ・・。これからも
何度もきれいにしに来ます！
❶11/25（木） ❷56（26）人 ❸32袋（18/2/12） ❹13袋（1/12/－） ❺5個 

11月中旬の秋晴れの日
曜日、Hands・On・Tokyo・
のYouth・Impact・Group
のメンバーが荒川クリ
ーンエイド・フォーラ
ムさんのご協力のもと、
荒川清掃をしてきまし
た！東京インターナシ
ョナル・スクールの生

船堀橋周辺右岸（江戸川区）

力してサスティナブル（持続可能）な社会の実現を目指しています。今
回の清掃で、ごみの大半はペットボトル、レジ袋、食品トレイなどで、
プラは自然に還らないということを再確認し、環境やごみ問題につい
て考えることができました。ごみを出さない（減らす）暮らしを心がけ
ていきます。
❶10/23（土） ❷12人 ❸15袋（10/2/3） ❹3袋（1/2/－） ❺5個 

私たちは、F（Food）E
（Energy）C（Care）を自
治する生活と地域（自給
圏）づくりを目指し、単
によい消費材を得ると
いうだけでなく、生産
から廃棄までの課題や、
食料を取り巻く諸問題
を自分たちの問題とし
てとらえ、生産者と協

船堀橋下流右岸（江戸川区）

のも多く見つけました。これらが時間とともに分解され、河川に流れ
出ることを少しでも減らすことができれば嬉しいです。参加者も段々
と小さなごみを見つけるスピードが上がり、各々楽しみながら清掃活
動ができと思います。
❶10/23（土） ❷17（1）人 ❸8袋（3/4/1）

住宅街側の道は一見綺
麗でしたが、よく探し
てみると土手の草の中
にタバコの吸い殻や小
さな包装紙などのごみ
が見つかりました。ま
た、荒川へごみが流れ
出ることを防止してい
るヨシの群落の中では、
生活ごみと見られるも

61 23区南生活クラブ生活協同組合

62 テレフレックスメディカルジャパン（株）

63 江戸川・生活者ネットワーク／
ガールスカウト第215団

64 江戸川区立平井東小学校

65 江戸川区立平井小学校

66（認定NPO）ハンズオン東京 ユースPJ

67 Zuora Japan／（認定NPO）ハンズオン東京

68 下平井水辺の楽校

69 Green Sophia

70 江東区役所土木部施設保全課

71（株）セールスフォース・ドットコム
清砂大橋周辺（江東区）

することのない川沿いのごみを収集することで、自分たちが住む街の
環境について考え、日ごろから取り組まれている方にも感謝するきっ
かけとなりました。また定期的に活動をしていきたいです！
❶11/26（金） ❷10人 ❸7袋（6/1/0） ❹4袋（1/3/0）
❶12/6（月） ❷13人 ❸12袋（10/0/2） ❹6袋（2/4/0）

株式会社セールスフォ
ース・ドットコムは個
人、チームでのボラン
ティアを推奨していま
す。この日も平日の業
務時間を使って、荒川
クリーンエイド・フォ
ーラム様にご協力頂き、
チームで荒川清掃を実
施しました。普段意識

72 えこっくる江東

73 東京都立東高等学校

木下川排水機場～ロックゲート（江戸川区）

❶11/28（日） ❷664人

74 小松川平井連合町会
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事業概要

　河川ごみ対策には「根本療法」と「対症療法」の両輪をうまく機
能させる必要があります。
　「根本療法」とは、河川に流れ出てしまうごみの量自体を減ら
す、予防的な取り組みを指します。
　一方、「対症療法」は河川に流れ出てしまったごみを、海洋に
流出する前に回収する取り組みを指すので、「荒川クリーンエイ
ド」は「対症療法」にあたります。荒川クリーンエイド・フォーラ
ムでは、近年は河川ごみを根本から減らす・無くすための調査
や事業（つまりは「根本療法」）にも力を入れています。今回は、
河川ごみ対策の「対症療法」、つまり団体の軸である「荒川クリー
ンエイド」の効果を精査しました。

調査内容

調査①：クリーンエイドで回収されたごみ袋の重さを測定
　回収されたごみ袋を、分別種類ごとに測定。分別種類ごとの
1袋平均重量を求めました。１袋平均重量と、荒川全体で年間に
回収されるごみ袋数のデータを用いて、「荒川クリーンエイドの
ごみ回収量」（＝「対症療法としての効果」）を推計しました。
調査②：ペットボトルの内容物を除去したごみ袋の重さを測定
　荒川で回収されるペットボトルの多くには、内容物（液体や泥
土）が入っています。参加者の安全を考慮して、通常は内容物が
入ったままごみ袋に入れて、回収・処理しています。本調査で
は、クリーンエイドで回収されたペットボトルから可能な限り
内容物を除去して、1袋ごとの重量を再測定しました。これによ
って、クリーンエイドの効果測定の精査を目指しました。

日本財団 支援事業荒
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調査結果の概要

▶荒川クリーンエイドによって回収される散乱ごみの量は約30t（※ここに粗大ごみが加わる）
　（※2020～21年はCOVID-19の影響で実施数が少ないため、回収量も少ない。）
▶回収されるペットボトルの重量のうち、およそ半分が液体（そのうちの大部分が尿）や泥土。
　これは、ごみ処理における焼却処分の効率を低下させる要因になり得るため、ボランティア清掃における課題である。

　荒川クリーンエイド・フォーラムでは、こうした調査も行っています。

調査 ：1袋ごとに重量を測定
調査 ：液体等を含むボトルを抽出
調査 ：内容物を除去して再測定

●結果概要①：クリーンエイドで回収されたごみ袋の1袋平均重量 ●結果概要②：クリーンエイドで回収されるごみの推計重量

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、多くの企業に実践いただいています。

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、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）

【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。

【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

環境教育の推進

■オンライン研修も推進
　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、
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。

分別種類 燃やす
ごみ

ペット
ボトル※1

燃やさない
ごみ ビン 缶 電池

調査袋数（袋） 492 90 27 52 119 1
平均重量（kg/袋） 4.833 1.639 5.095 3.834 1.481 0.155

回収された
散乱ごみの
推計重量（kg）※2

2021 2020 2019 2018

18,045 11,245 29,714 30,428

参考：回収された
　　　粗大ごみ（個） 1,406 1,130 2,414 2,501

※2：ペットボトルの内容物を除去した場合の推計重量
※1：ペットボトルの内容物を除去して測定した調査結果



流域・全国・世界との連携

22　ARAKAWA CLEAN AID FORUM REPORT 2021 NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2021報告集　23

環
境
教
育
へ
の
取
組
み

iO
S

ア
プ
リ FL

O
A
T

 

で

河
川
ご
み
問
題
を
知
る

苦行！？
永遠に流れてくる河川ごみを回収
"FLOAT"をリリース。
　「FLOAT（フロート）」は「Rethink・PROJECT」の助成を受け、こ
だわりのアプリを制作する「OLTVECTS」と共同制作したiOSア
プリ。アプリ内の広告を視聴することで、その視聴数に応じて
荒クリFスタッフが実際に河川ごみを回収するという社会実験も
兼ねています。
　付属の資料をダウンロードすることで「河川ごみ問題」自由研
究素材にもGoodです。
（協力：Bloomberg・L.P.）

プレイ画面（左）
荒川とナイル川が選択できる（右）

今年もミス・アースジャパン2021
東京／埼玉大会 環境学習を担当
　地球環境を考える美女たちの育成型ミスコン「ミス・アース」。
そのビューティートレーニングで環境学習を担当しました。10
月2日には現場活動も展開しました（P7）。

流域とともに

■第18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18回身近な水環境の全国一斉調査」が6月6日（日）を中心に
全国5,433地点以上で実施されました。今回もCOVID-19の影響を踏まえ、調査期間を延
長して実施しました。荒川流域では、市民団体・個人の皆さまの協力の下、11団体で24
地点の調査が行われました。この調査では主にCOD（化学的酸素要求量）を調べています。
市民目線で身近な水環境に関心を寄せる機会となっています。

水質調査の様子（尾久の原愛好会提供）

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～
　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月

＊以下のQRコードから調査結果が閲覧できます
　（全国水環境マップ実行委員会ホームページに移動します）

調査結果概要 調査結果詳細

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
問題の解決に向けた取り組みに寄与しています。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。

■2020年度 海洋ごみ対策のための廃棄物管理
　JICAに協力し、当該事業の研修講師対応をしました。

※左のQRコードから
　調査結果概要が
　閲覧できます
　（一社）JEANホームページに
　移動

ICC 調査結果概要

JT SDGs貢献プロジェクト
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事業概要

　海洋ごみの6～9割（個数比）は街ごみ由来といった報告があり
ます。河川／海洋ごみの削減に向け、これまで定量的な評価が
されてこなかった"街なかの植栽の中のごみ"にスポットを当て
ます。街中のごみの適切な管理手法について当該調査結果をも
とに自治体等に街ごみの効率的な回収手法を提案します。

見込まれる効果

　これまで街なかの植栽中に投棄されるごみを定量的に評価し
ようとする事例はほぼみられず、一見してごみの少ないと思わ
れている日本国内の街なかの投棄ごみの実態が把握できます。
本事業結果から自治体と協働したモデル的な取り組みを検討し
ます。

（株）ピリカとの協働

　本事業はごみ拾いアプリを制作・運営する（株）ピリカと協働
しています。

街
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エフピコ環境基金 支援事業

街中の植栽（植込み）の中にはどのくらいのごみが隠れているのでしょうか？

より多くの人に知ってもらうために

●ニュースレター

●ポスター（B3サイズ）、
　リーフレット（A4サイズ）

＊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。

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、多くの企業に実践いただいています。

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

●YouTube「荒川ブラックスーツ団ちゃんねる」の運営 ●SNS

★動画視聴＆
　チャンネル登録は
　こちらから！
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■寄付　　（順不同）
　　　　　　Fit・for・Charity・Run／Bloomberg・L.P.／HSBCグループ／温（株）／（株）トゥルースピリットタバコカンパニー／
　　　　　　BNPパリバグループ／Point72・Japan・Limited／SMBC日興証券（株）／TMコミュニケーションサービス（株）（お宝エイド）

■協賛　　（五十音順）
　一般協賛　足立成和信用金庫／小松川信用金庫／（株）ダイエー／日本プラスチック工業連盟／（一社）プラスチック循環利用協会／
　　　　　　PETボトルリサイクル推進協議会　

　物品協賛　（順不同）
　　　　　　・荒川クリーンエイドへの協賛として、多くの企業様からごみ拾い活動等で活用できるグッズを協賛いただきました。

SIGGボトル
（株式会社スター商事）

fill・&・go・Active
（BRITA・Japan（株））

鉛筆セット
（株式会社トンボ鉛筆）

マグネットクリップほか
（スチール缶リサイクル協会）

おさかなぬりえ
（一般社団法人大日本水産会）

回収袋
（発泡スチロール協会）

ごみ袋、アルミ缶飲料
（アルミ缶リサイクル協会様）

バケツ稲
（宝ホールディングス株式会社）

ペットボトル
リサイクルボールペン
「ペットボール」
（（公社）食品容器
環境美化協会）

「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）

プチプチパスケース
（川上産業株式会社）

NOMADIXタオルほか
（（株）セールスフォース・ジャパン）

malibushirts、サイコロ印軍手
（三井物産（株））

食器用洗剤ほか
（（株）エフピコ）

2021年ご支援いただいた皆さま

■寄付支援サイト
　　　　　　エネルギーファンディング®／つながる寄付／メルカリ寄付／Benevity／Give・One／YourCause／1%・FOR・THE・PLANET

■後援 荒川クリーンエイド2021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／
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 国土交通省・関東地方整備局荒川下流河川事務所（R3・荒川下流管内水辺等管理支援補助業務）／
環境省（R3・プラスチックごみの海洋への流出実態把握等業務業務）

■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）。

■プロボノ支援 （株）NTTドコモ、（株）ジェーシービー、デロイト・トーマツコンサルティング合同会社、育休コミュニティ「MIRAIS」

■インターン 板倉・碧海／栗原・嵩寿／五島・ミチル／谷口美幸／（NPO）ドットジェイピー経由：布施・琴巳／光岡・聡／和田・綾乃

■社会人ボランティア ママボラン（（株）MOG）：大野・千景／野田・綾子／GRANT（認定NPO）サービスグラント・児玉・知香

■学生目線でコンサルティング 180・degrees・consulting・Japan

他にもたくさんの方々にご協力をいただき、2021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。

助成金・助成事業名 採択されたプロジェクト名

（一社）関東地域づくり協会 令和3年度荒川環境美化活動広報・支援事業

（公財）河川財団 “withコロナ”時代の河川ごみ問題の啓発と現場活動参加ツールづくり

日本財団 河川へのごみ投棄０プロジェクト

JT・SDGs貢献プロジェクト 河川/海洋ごみ学習環境教育アプリ「FLOAT」制作・活用プロジェクト

三井物産環境基金 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

エフピコ環境基金 海洋ごみ問題解決のための荒川の清掃体験教育（企業向け）

大塚商会ハートフル基金 海洋プラアクセサリー・aid・to・で海洋ごみ問題を新たな層へ広げるプロジェクト

未来につなぐふるさとプロジェクト 準絶滅危惧“トビハゼ”が生息する泥干潟の環境保全

SAVE・JAPAN・プロジェクト 荒川の生物多様性（干潟生態系）を軸としたエンタメ動画制作

関東・水と緑のネットワーク 「下平井水辺の楽校」の水辺空間の保全活動

　大学では海洋プラスチックにつ
いて学んでいます。また授業のプ
ロジェクト活動では、海でのごみ
拾いや再利用するためにアクセサ
リーの製作も行なっています。荒

荒クリFインターンへの応募動機
武蔵野大学　板倉・碧海

クリFさんの活動と、大学でのプロジェクト活動に
類似性を見つけたことからインターンに応募しま
した。中学の時から学校の授業の一環で海獣類を
調べていたので、イルカやクジラも大好きです。

　何の因果か分かりませんが、ブラックスーツを装着
してごみ拾いをすることになった私たち。栗原君とと

荒川ブラックスーツ団Jr.
お茶の水女子大学　布施・琴巳／法政大学　光岡・聡

もに荒川ブラックスーツ団Jr.として啓発動画を撮影することになったのです。
　遠目からの景色はきれいな荒川。河川敷の水際に行ってみると、足元
はごみだらけでした。回収しても回収しても土の中からごみが出てきま
す…。荒川クリーンエイドには色んな方が参加されていて、ごみを拾い
ながらお話ができるのも、この活動の魅力だと感じました。今回、撮影
した動画がたくさんの人の目に触れて、荒川クリーンエイドに参加いた
だけるといいなと思っています。
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会員区分 団体 個人

正会員 以下34団体
足立成和信用金庫／あだちSOLV／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／香蓮／グローリー（株）／（株）弘輝／
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）／JAMBOInternationalCenter／（株）JUNESEP／
（NPO）湘南クリーンエイド・フォーラム／（株）新生銀行／（一社）東京損害保険代理業協会城東支部／
東京東江戸川ローターアクトクラブ／東レ（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）／（株）ピリカ／ヒロセホールディングス（株）／Bloomberg・L.P.／松尾建設（株）／
松山油脂（株）／三井ボランティアネットワーク事業団／（株）ユーニック／レイメイ（株）／（株）ローソン

41人

賛助会員 以下10団体
（株）クリエイティブPR／双日（株）／（株）ソーシャルキャピタルマネジメント／タキロンシーアイ（株）／
（認定NPO）ハンズオン東京／BNPパリバ・アセットマネジメント（株）／ふるさと清掃運動会実行委員会／
Fact・Set・Pacific・Inc.／Point72・Asia（North・Asia）・Limited,・Japan・Branch ／マネックスグループ／三菱ケミカル（株）

16人

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

■会員　（50音順） （2021年12月末現在）

■事務局　　オフィスマネージャー　今村・和志
　　　　　　　スタッフ　竹村・沙弥佳、寺町・健也、
　　　　　　　　　　　　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、
　　　　　　　坂田・沙知子、高山・亮、林・美恵子、
　　　　　　　本田・恭介、星野・由実

■役員　（2021年5月～2022年5月まで）

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 ACF職員／
（NPO）日本NPOセンター評議員

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 ACF職員

8 監事 佐藤・正兵 中土手に自然を戻す市民の会代表

9 監事 菅谷・輝美 新河岸川水系水環境連絡会代表

10 監事 江原・春美 江戸川更生保護女性会

　荒クリFの皆さん、貴重なインターンの機
会ありがとうございました。皆さん優しく、
とても居心地が良かったです(^^)
　動画制作という一仕事を終え、達成感を感

荒クリFっていいな
早稲田大学　栗原・嵩寿

じています。インターンでは動画制作の他に、荒川清掃イベ
ントの運営も体験しました。イベントを通して、ごみ拾いは
人の心豊かにしてくれると感じました。ごみ拾いをした後は、
なんだか心にゆとりがある気がします。これからも活動に参
加したいと思います(^^)

　荒川ってどれくらい汚いんだろうと想像し
ながら行くと、、、
　水際には、PETボトルや大きなプラスチッ
クごみがたくさん。そして、カラフルな土だ

いきなりカニを採りにいかされるとは思わなかった
宇都宮大学　和田・彩那

なーと思ってよーく見てみると、無数のマイクロプラスチッ
ク。透明のものから、青や緑、赤のマイクロプラ。こんなに
小さいマイクロプラを1つ残らず集めるのは難しいなと思うと
ともに、人工系ごみが自然界に出ないような仕組みづくりや
早期回収が大切だと強く思いました。私自身、大学に入って
から環境問題や海洋プラスチックに関心を持ったので、今回
のインターンでとても貴重な経験を積むことができました。

荒川クリーンエイド・フォーラムの組織

荒川クリーンエイド・フォーラム発
Micro  Plastic Accessory Brand

 aid to　─ Since 2021─

アンバサダー：多田麻里絵

マ イ ク ロ プ ラ に イ ノ チ を 吹 き 込 むminneinstagram

aid toは河川海洋ごみ問題を身近に感じてもらうため、
荒川の清掃作業で採取したマイクロプラスチックを使用して製作したアクセサリーです。

売上金は荒川クリーンエイド ·フォーラムの活動資金として活用します。


