
特定非営利活動法人

荒川クリーンエイド・
 フォーラム
2016報告集

ゴ ミ の な い 未 来、 自 然 と と も に 生 き る 社 会 を



特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 2016報告集　1

目次

メッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2016年の主な活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

荒川クリーンエイドの運営  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

荒川クリーンエイドの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
荒川のゴミの実態2016・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
荒川クリーンエイド2016の実施状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
効率的なゴミの回収に向けた取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
広がる荒川クリーンエイドの様々なかたち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
源流から河口までゴミ拾いのネットワーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
荒川クリーンエイドの仲間たち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

環境教育の推進 /生物多様性の保全  ・・・・・・・・ 30

体験型社員研修で社会貢献意識の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
環境教育への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
生物多様性の保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

流域・全国・世界・他セクターとの連携  ・・・・・ 36

源流とともに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
全国とともに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
世界に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

広報・情報発信  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

より多くの人に知ってもらうために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
ゴミ削減に向けて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
各種メディア等での紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

2016年 お世話になりました ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

荒川クリーンエイド・フォーラムの組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

荒川クリーンエイド・フォーラムが
目指すもの
　　　未来を担う子どもたちに、豊かな自然を残すため、

　　　荒川流域でのゴミ拾いを中心とした取り組みを通して、

　　　市民の環境保全意識を高め、生物多様性の保全に貢献します。
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■6つの活動

■荒川クリーンエイド・フォーラムは

1994年に当時の旧建設省荒川下流工事事務所が呼びかけて行った
一斉ゴミ拾い「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年にNPO法人格取得後は、活動基盤を整え、「荒川クリーンエイド」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の活動へと発展しています。

荒川クリーンエイドは、ゴミの内訳を調べながら拾う活動として、
荒川流域の至るところで実施されてきました。
自然環境の回復を願い、荒川に集い思いを寄せる人々の交流の輪を広げ、
市民、自治体、企業、学校など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

特定非営利活動法人　
荒川クリーンエイド・フォーラム

代表理事　　佐藤 正兵

　マイクロプラスチックの海洋汚染問題がマスコミでも取り上

げられ、社会の注目を浴びています。ペットボトルや使い捨て

容器包装品など社会にあふれるプラスチックが自然界で主に紫

外線によって劣化・細分化され、小さな破片になって海洋を漂

っています。細分化された破片は顕微鏡サイズとなってPCBな

どの有害化学物質を吸着し、それが動物プランクトンに取り込

まれて、小魚から大きな魚へと食物連鎖によって徐々に濃縮さ

れて、最後に食物連鎖の頂点に立つ人間にも重大な影響を及ぼ

すことが懸念されています。

荒川でのプラスチック破片の増加

　1994年に荒川クリーンエイドを開始して間もなく、プラスチ

ック破片が多いことに注目し、95年から調査用紙に「プラスチッ

ク・ビニールの破片」を載せて数え始めました。その結果は、プ

ラスチック破片は毎年ゴミの数で2～5位の上位を占めています。

98年からプラスチック製品の中間材料であるレジンペレットに

も注目して数え始め、カウント数も除々に増えて2004年には35,

113個で1位に浮上しました。

川や海岸でのゴミ拾いから……

　海洋に流れ出すプラスチックゴミを減らすには、使い捨てプ

ラスチック包装品を極力減らすことと、当面は環境に流出しな

いように厳重に管理することが求められます。人々にこの問題

に関心を持ってもらう最大の近道は、川や海岸でゴミ拾いをす

ることではないでしょうか。このまま手を打たなければ、2050

年には、海の魚よりプラスチックゴミの方が多くなってしまう

という予告から、皆さんは一歩を踏み出すと思います。

　昨年全国川ごみネットワークが結成されましたが、海ごみ関連

団体とも連携し、世界規模で、国連も動かして、海ごみの増加

をストップさせましょう。荒川から全国、そして世界へ、川の

自然を護るとともに、川から海に流れ出すゴミを最小限に抑え

るために、この活動が全国に広まっていくことを期待しています。

　荒川は、埼玉県秩父山地を源流として、埼玉県を流下し、東

京都に入り隅田川を分派して東京湾に注ぐ約173kmの一級河川

です。下流部に位置する岩淵水門から河口までの22kmは、明治

43年の洪水被害を契機として、明治44年から昭和5年にかけて

人工的に開削された放水路ですが、現在では、洪水の脅威から

まちを守るだけではなく、スポーツ、散策、釣りなど人との関

わりによる利用環境の場や、動植物が生息・生育する自然環境

の場となるなど、荒川下流部のもつ多様な価値を担っています。

水環境の意識向上に繋がる活動

　このような中、荒川クリーンエイドの活動は、地域の方々に

より平成6年から熱心に続けられています。単にゴミを拾うだけ

ではなく、ゴミの種類ごとに数を数えながら拾う「調べるゴミ拾

い」などを通じ、環境保全意識を高めるなど、水環境への意識の

向上に繋がっています。私自身も今年8月に参加し、「調べるゴ

ミ拾い」に加え、ヨシを使った草笛作り、ヒヌマイトトンボの生

息地の観察など、非常に楽しく活動するとともに、あらためて

荒川の素晴らしさを実感したところです。

川に来て、川を知ってもらう

　その一方で、平成27年は関東・東北豪雨により鬼怒川等で堤

防が決壊し大きな被害が発生し、今年も台風10号等により北海

道や東北地方で大きな被害が発生しました。今後、地球温暖化

に伴う気候変動により、このような洪水の発生頻度が高まるこ

とが予想されることを踏まえると、「施設の能力には限界があり、

施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと水防災に

対する意識を変え、社会全体で洪水氾濫に備える必要があります。

　水環境、水防災への理解を深めるための第一歩は、地域の方々

に、まずは川に来ていただき、川を知ってもらうこと、意識し

てもらうことだと思います。荒川下流河川事務所においては「防

災の第一歩は水辺に集い親しむことから」をテーマに様々な取り

組みを進めますので、引き続き、荒川クリーンエイド活動の皆

様方のご支援とご協力をお願い申しあげます。

マイクロプラスチックの

海洋汚染を止めるために
水環境、水防災への
意識の向上に向けて

国土交通省　
荒川下流河川事務所長　　

中須賀　淳

2016 年の主な活動
荒川クリーンエイド・フォーラムは、2016年も皆さまのおかげで充実した活動をおこないました。
1年間の活動をふりかえります。　※（ ）内は本報告集の掲載ページ

2月

1月

12月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

※青色文字：ゴミ拾いを伴うイベント

 21（木） ［発表］ パナソニック主催 組織基盤強化フォーラム
 22（金） ［開催］ 第2回川ごみサミット　（P.38）

 24（日） ［発表］ 環境省主催 新春海ゴミシンポジウム　（P.41）

 30（土） ［発表］ ジャパンフィッシングショー
 31（日） ［共催］ ARAKAWAクリーン10K　（P.12）

 6（土） ［出展］ 埼玉県 川の再生交流会
 10（水） ［主催］ 荒川クリーンエイド2015報告・連絡会
 28（日） ［主催］ 緊急出動 荒川クリーンエイド大作戦！vol.1　（P.10、P.13）

 12（土） ［主催］ 緊急出動 荒川クリーンエイド大作戦！vol.2　（P.10、P.13）

 13（日） ［共催］ 荒川流域再生シンポジウム　（P.37）

 29（火） ［出展］ 毎日新聞社主催 2016学びのフェス春　（P.41）

 24（日） ［共催］ 荒川クリーンエイド体験会　（P.13）

 29（祝） ［共催］ ARAKAWAクリーン駅伝　（P.12）

 13（金） ［主催］ 荒川クリーンエイド・フォーラム定期総会

 4（土） ［出展］ 江戸川区主催 環境フェア
 5（日） ［参加］ 身近な水環境の全国一斉調査　（P.37）

 12（日） ［共催］ 第6回大学対校！ゴミ拾い甲子園　（P.12）

 23（土） ［主催］ 荒川環境保全セミナー　（P.33）

 25（木） ［主催］ 毎日メディアカフェセミナー　（P.42）

 27（土） ［主催］ 荒川クリーンエイド実施体験・説明会　（P.13）

 3（土） ［主催］ 荒川源流秩父森林保全ボランティア　（P.37）

 10（土） ［主催］ バッタとなかよし　（P.34） 

 10（土）～11（日） ［発表］ いい川・いい川づくりワークショップ　（P.38）

 23（木）～24（金） ［発表］ NOWPAP@ Slavyanka　（P.39） 

 1（土） ［共催］ ふるさと清掃運動会　（P.12）

 10（祝） ［共催］ 荒川クリーンエイド体験会　（P.13）

 13（日） ［共催］ サイクリストと荒川ゴミ拾い　（P.12）

 4（日） ［共催］ 第7回大学対校！ゴミ拾い甲子園　（P.12）
荒川クリーンエイド
参加者累計
20万人突破！

※荒川クリーンエイド・フォーラム主催：荒川あちこちクリーンエイド
　3/26（土）、5/22（日）、6/26（日）、9/17（土）、12/17（土） 実施

ジャパンフィッシングショー

ARAKAWAクリーン駅伝

緊急出動 荒川クリーンエイド大作戦！

毎日メディアカフェ

9月11日
いい川・いい川づくり
ワークショップ　
準グランプリ受賞

10月25日
生物多様性

アクション大賞入賞
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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 ゴミ拾い

荒川クリーンエイドの概要

※“調べるゴミ拾い”では「川ゴミ調査カード」を利用し、
　種類ごとに数を記録しながらゴミを回収します。
※調査カードの使用により、以下の効果を目指します。
　①一人ひとりの環境意識の向上　②集計結果をゴミ削減に活かす
※本カードは、国際海岸クリーンアップ（ICC）キャンペーンに準拠した
　「河川用ICC調査カード」です。

●川ゴミ調査カード

荒川クリーンエイドでは"調べるゴミ拾い"を通じて、荒川の自然を豊かにする活動を継続しています。

■活動の成果
　約1時間の活動で、見違

１ 開会・説明
調べるゴミ拾いの実施方法、注意
事項などを説明。

２ ゴミ拾い・ゴミ調査
「川ゴミ調査カード」を利用し、5〜
6人のグループで拾ったゴミを種
類ごとに数を記録しながら回収。

３ ふりかえり・閉会
「川ゴミ調査カード（裏面）」を活用
し、参加者同士で、感想を出し合
い、ゴミを減らすにはどうすればよ
いか考えます。

４ ゴミ集積・　　
自治体報告

みんなでゴミを集積場所に移動
します。円滑な回収のために自治
体にその日のうちに連絡します。

■ゴミを拾って荒川の自然を助ける！
　荒川クリーンエイドには、2つの目的があります。
①［キレイに］　　ゴミによって損なわれてしまう自然を助け、
　　　　　　　　荒川の環境保全に貢献する！
②［意識の向上］　“調べるゴミ拾い”により、
　　　　　　　　参加者一人ひとりがゴミについて考え、
　　　　　　　　ゴミを減らす行動を促進する！

■活動の流れ
　各会場では、それぞれの実施団体が主体的に運営します。

AfterBefore

10月1日江北橋下流右岸にて

「クリーンエイド」って？
Cleanクリーン（きれいにする） 
＋ Aidエイド（助ける） の造語です。
ゴミを拾って、自然を助ける（豊かにする）活動です。

えるほどきれいに！
　目に見える成果で大き
な達成感を得られる活動
です！！
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●市民団体

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

鴻巣の環境を考える会、 ふれあい市野川クリーンアップ作戦協
議会、 ・ ・ 大谷川クリーン大作戦市民実行委員会、 荒川太
郎右衛門地区自然再生協議会秋イベント実行委員会、 （NPO）荒
川の自然を守る会、 あさか環境市民会議/黒目川に親しむ会、
黒目川クリーンエイド実行委員会、 埼玉県生態系保護協会戸田・
蕨支部、 ・ （NPO）国際ボランティア学生協会、 荒川夢クラブ、

・ 埼玉県生態系保護協会 川口支部、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ （NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム、 ・ FUJIO 

PROJECT、 ・ いたばし野鳥クラブ、 ・ 板橋区立エコポリス
センター、 板橋グローブクラブ、 （一社）グッド・チャリズム宣言プ
ロジェクト、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 北区水辺の会、 ・

・ ・ ・ ・ 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北第11団、 ・ 足立区本木・水辺の会、 ふ
るさと清掃運動会実行委員会、 ・ 尾久の原愛好会、 ・ ・ ・

チームきたざわ、 中土手に自然を戻す市民の会、 ・ JAMBO

International Center、 大地ママ蘭心絵（環境・国際研究会）、 ・
東京東江戸川ローターアクトクラブ、 ・ ・ ・ ・ 川の手ファ

ンクラブ、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 下平井水辺の楽校、 小松川平
井地区連合町会、 江戸川・生活者ネットワーク、 ・ 葛西東渚・
鳥類園友の会/（NPO）えどがわエコセンター、 ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 西なぎさ発:東京里海エイド、 ・ 江東エコリーダーの会
（計100会場）

●自治体

戸田市役所道路河川課、 川口市役所建設部建設管理課、 板
橋区みどりと公園課、 北区、 足立区、 荒川区地域文化スポー
ツ部スポーツ振興課、 台東区教育委員会スポーツ振興課、 ・
葛飾区都市整備部調整課、 墨田区スポーツ振興課、 江戸川区
土木部水とみどりの課、 江東区土木部施設保全課

（計：12会場 内2会場は市民団体との協同開催）

足立区本木・水辺の会

足立区

●企業

・ NTT東日本 埼玉事業部グループ、 ・ リコージャパン（株）、
三菱UFJ信託銀行（株）、 日本工営（株）、 ・ ・（株）日立ビル

システム、 ・ 豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）、 東レ（株）、
足立成和信用金庫、 情報労連東京都協議会／NTT労働組合

東京グループ連絡会、 西武建設（株） 東京支店、 （株）セイコー
ファシリティズ、 日本KFCホールディングス（株）、 三井住友海上
プライマリー生命保険（株）、 （株）システム・サイエンス、 エヌ・ティ・
ティ・ビジネスアソシエ（株）、 ・ 日本ロレアル（株）、 ジブラルタ生
命保険（株）、 ・ （一財）アールビーズスポーツ財団、 （株）東京ス
ター銀行、 （一社）東京損害保険代理業協会、 ・ （株）エックス

ワン、 グローリー（株）、 クリフォードチャンス法律事務所外国法
共同事業、 ・ ・ ・ Bloomberg L.P.、（一社）建築ビジョン、

・ （株）ユーニック、 松山油脂（株）、 （株）ダイエー、 ＪFE商
事労働組合（UNIEX）、 小松川信用金庫、 ローソングループ、
POSCO JAPAN（株）、 SMBCシビルテクノス（株）、 三菱UFJト
ラストシステム（株）、 ・ みずほ証券（株）、 ・ 島村運輸倉庫（株）、

三井住友フィナンシャルグループ、 SMBC日興証券（株）、 ・
住友生命保険（相）、 ジョンソンコントロールズ（株）、 （株）キャプ
ティ、 非公開　　　　　　　　　　　　　　　  （計：57会場）

●学校

東京都立桐ヶ丘高等学校、 荒川区立大門小学校、 葛飾区立
中川中学校、 ・ ・ ・ 江戸川区立大杉小学校、 ・ ・ 葛飾
区立小松南小学校、 江戸川区立平井小学校、 江戸川区立平井
東小学校、 江戸川区立小松川第二小学校、 江東区立第五大島
小学校、 東京都立東高等学校　　　　　　　　 （計：15会場）

情報労連東京都協議会／NTT労働組合東京グループ連絡会

江東区立第五大島小学校

荒川クリーンエイドは、2016年も市民団体・自治体・企業・学校など
様々な団体とのパートナーシップを実現しながら、荒川とその支流の各地で実施されました。

源流から河口までゴミ拾いのネットワーク

＝市民団体　 ＝企業　
＝自治体　　 ＝学校

中の数字は会場番号
（数字がグレーの会場は雨天中止）



1・2  （NPO）秩父の環境を考える会
影森グランド下河川敷～柳大橋下河川敷（秩父市）／岩田泰典

本年で11年目のゴミ調査。毎年ほとんど同じメンバーの方に本事業に
参加してもらっている。昨年より2人増の63人の参加をみて、さらに
盛況。ゴミも昨年と大差なし。ただし、若者の参加が少ないので、若
年層の参加を取り込む何らかの啓発活動を展開したいと思う。影森地
区の連合町会長が本腰を入れているので、来年も更に参加者を増員さ
せるべく働きかけてくれる、と約束してくれたことは心強い。
1） ❶3月27日（日） ❷27人 ❸40袋 ❺20個 ❻秩父市金室町会、阿保町会
2） ❶10月23日（日） ❷63人 ❸39袋（18/19/2） ❹3袋（1/2/0） ❺9個

高砂橋上流右岸（長瀞市）／新井秀直

野山などの自然にふれ、遊びを通して自然を学び、自然のありがたさ
を知り、自然を大切にする心を育てたいと活動しています。荒川をき
れいにして川に遊び楽しい思い出を作るのも活動の1つです。リバース
クールは、ゴミ調査とカヌー体験をします。今年で13回目となり、13
年続いたことになります。平成27年3月には彩の国埼玉環境大賞奨励
賞をいただきました。自然の恵みを考え、これからも活動したいと思
います。
❶8月9日（火） ❷26（17）人 ❸2袋（1/1/0） ❹1袋（0/0/1） ❺1個

3 秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ）

熊谷市内河川敷6会場（熊谷市）／栗原 尭

当会の事業活動として今年で、
第19回目となりました。当日
はやや風が強かったものの晴
天に恵まれました。一般市民、
自治会、企業、子供会、各種団
体等の50団体が参加し、1,200
余名のもと実施しました。ゴ
ミ集積場所13ヶ所に燃えるゴ

鴻巣市河川敷3会場（鴻巣市）／川島秀男
5）大芦橋下流左岸 6）糖田橋下流左岸 7）御成橋下流左岸

11/23（水祝）8:00鴻巣市の荒
川糠田グランドに集合した面
々は、快晴の下、鴻巣市市長
室小川様の記念写真撮影から
始まり、荒川クリーンエイド
の第一歩を踏み出した。この
場所は、比較的ゴミが少なか
った。先月、鴻巣花火大会が

開催され、その翌日、ゴミ拾いが行われた後でした。しかし、糠田橋
の下あたりには、煙草の吸殻や弁当箱の殻などが捨ててありました。
今年、新たに国土交通省荒川上流河川事務所にて掘削された大間のコ
ウノトリ湿地では、はじめてプラスチック系のゴミ拾いをしました。
これから、コウノトリが飛来してきてくれる日を夢見ながら、一同楽
しく過ごせました。
5） ❶11月23日（水） ❷4人 ❸4袋 ❺3個
6） ❶11月23日（水） ❷6人 ❸5袋 
7） ❶11月23日（水） ❷25人 ❸15袋 ❺15個
　 ❻ふきあげ環境フォーラム、（NPO）鴻巣こうのとりを育む会

4  （NPO）熊谷の環境を考える連絡協議会

ミ（赤旗）と燃えないゴミ（白旗）の目印を立て、収集を行いました。そ
の後、当日中に熊谷市の美化センターからのパッカー車3台で回収を行
いました。当会スタッフは、対象エリアがおよそ8kmと広域なため、
受付場所を6ヶ所設け、スタッフ各2名で対応しました。
❶11月6日（日） ❷1,207（362）人 ❸可燃ゴミ280kg、不燃ゴミ300kg 
❺60kg

5・6・7 鴻巣の環境を考える会

吉見百穴前市野川河川敷（吉見町）／伊田登喜三郎

東松山市と吉見町の間を流れ
る市野川にて、地域のロータ
リークラブ、自治会、学校、商
工会、企業の方々など約570
人が参加して、市野川河川敷
の清掃を実施しました。清掃
の結果、2トン車3台分のゴミ
を回収することができました。

当日は、河川清掃のほか、市野川に生息する魚の展示、アクリルたわ
しの手作り体験、県土整備事務所の事業を紹介したパネル展示が行わ
れました。河川清掃や魚とのふれあいを通じ市野川への親しみが増す
とともに、地域住民相互の交流が深まりました。当日は、地元ロータ
リークラブから温かい豚汁が振る舞われ、河川清掃後の参加者の疲れ
をいやしました。
❶11月12日（土） ❷570人 ❸2トン車3台分

8 ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会

大谷川（鶴ヶ島市）　9）藤金地区／小沼英二　10）五味ヶ谷地区／滝島静明
　　　　　　　　11）太田ヶ谷地区／内野訓雄

大谷川一斉清掃活動は、クリ
ーンデーと同日に、藤金地区、
五味ヶ谷、太田ヶ谷の市内3カ
所の会場で一斉に行った。今
年は3会場とも実施することが
でき、総勢53名が参加してゴ
ミの回収と河川整備を行った。
各会場で回収したゴミの総量

は、例年と変わらないようだった。ただ、今回は大型のゴミは自転車
が1台と少なかった。今年は各会場とも投棄されたゴミの回収もさるこ
とながら、河川環境の整備に対する取組みにエネルギーを割かざるを
得なかったようである。五味ヶ谷地区では、倒伏し河川を覆う竹の処
理、藤金地区では河畔の草刈りと河川を覆う倒木、太田ヶ谷地区では
外来種のオオフサモの処理に取組んだ。
9） ❶10月16日（日） ❷11人 ❸36袋（29/7/0）
　 ❻つるがしま里山サポートクラブ、鶴ヶ島の自然を守る会、エコ鶴市民の会
10） ❶10月16日（日） ❷30人 ❸10袋（9/1/0）　　
11） ❶10月16日（日） ❷12人 ❸59袋（57/2/0） ❺1個 ❻大谷川源流の会

9・10・11 大谷川クリーン大作戦市民実行委員会

三ツ又沼ビオトープ（川島町）／菅間宏子

今年はゴミが少なかった。洪
水による流入物もなかった。
平常からゴミ拾いをしている
ことも一因だと思う。1週間前
の活動日にもゴミ拾いをして
います。
❶10月2日（日） ❷9人 
❹2袋（1/1/0） ❺6個

荒川太郎右衛門地区（川島町）／川島秀男

12 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会
秋イベント実行委員会

13  （NPO）荒川の自然を守る会

❶10月16日（日） ❷150人

14） 入間川上戸運動公園（川越市）／小山裕之
15） 秋ヶ瀬運動公園（さいたま市）／久保田弘美

入間川上戸運動公園：当日は
強風が吹き、運動場からの砂
嵐が舞う中での清掃活動とな
り大変でした。ゴミについて
は、ビン、缶、ペットボトル
と酒類が多く、暑い夏の間に
捨てられたゴミの可能性が高
いと思われます。ゴミを拾う

14・15 NTT東日本 埼玉事業部グループ

ことで改めて環境に対する意識が向上しました。
秋ヶ瀬運動公園：前日にも別の団体が清掃活動をしていたため、ゴミ
の量は少なかったように思いますが、来年も引き続き実施し、地域に
貢献するとともに、社員のマインド向上等にもつなげていきたいと思
います。
14） ❶11月6日（日） ❷48（1）人 ❸54袋（35/10/9） ❹8袋（2/6/0） ❺2個
15） ❶11月6日（日） ❷141（3）人 ❸4袋（2/1/1） ❹2袋（0/2/0） ❺5個

黒目川・浜崎黒目橋周辺（朝霞市）／藤井由美子

❶10月9日（日） 雨天中止

16 あさか環境市民会議、黒目川に親しむ会

黒目川･新小金井街道周辺（東久留米市）／菅谷輝美

黒目川クリーンエイド「河童の
クゥのクリーン作戦」は、少年
野球チーム・環境市民団体・
都立高校生徒、ライオンズク
ラブと企業の協力により、約
500名近くの参加者で実施出
来ました。子どもたちが川に
展開すると、川沿いを散歩す

る人々は子ども達に「川を綺麗にしてくれてありがとう」と声を掛けて
くれました。川に近づいて活動できるのはこのクリーンエイドの時だけで
す。みんなで何時も湧き水の川に近づける仕組みを作りたいと思います。
❶10月23日（日） ❷438（310）人 ❸102袋 ❺4個
❻都立東久留米総合高校、東京湧水ライオンズクラブ、（株）山水

17 黒目川クリーンエイド実行委員会

18）笹目橋下流左岸（戸田市）／増田 清　
84）堀切橋上流右岸（足立区）／鳴島里美

10月の活動は、台風の後で河
岸まで川があふれていたよう
でペットボトル等の軽い漂流
ゴミが多く、拾い甲斐のある
活動になりました。皆がゴミ
の多さに驚き、拾うことの大
変さを実感することでゴミを
減らす、また所定の場所以外

は出さないようにしなければいけないと気づかされました。今後も継
続し定着した活動にしていきたいと考えています。
18） ❶10月15日（土） ❷51（4）人 ❸39袋（24/3/12） ❹14袋（3/10/1） ❺7個
84） ❶5月29日（日） ❷82（10）人 ❸55袋（33/1/21） ❹36袋（13/23/0） 
　　❺20個 ❻BRITA Japan

18・84 リコージャパン（株）

戸田橋周辺左岸（戸田市）／石本 誠
ゴミ拾いのふりかえりの中で
タバコの吸殻が多いとの指摘
がありました。他の会場に比
べて多い様です。毎回マナー
の悪さに驚かされます。参加
者の一人は自分からゴミを拾
うことを心掛けていきますと
書かれた方がおられました。

19 埼玉県生態系保護協会 戸田・蕨支部、
戸田市公園河川課、荒川夢クラブ

ゴミ拾いに参加する事でこの様な人が増えれば幸いです。
❶11月13日（日） ❷93（61）人 ❸22袋（12/6/4） ❹9袋（3/5/1） ❺22個
❻戸田市立喜沢中学校、戸田市立第一小学校、戸田公園町会

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体
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荒川クリーンエイドは、2016年も市民団体・自治体・企業・学校など
様々な団体とのパートナーシップを実現しながら、荒川とその支流の各地で実施されました。

荒川クリーンエイドの仲間たち



荒川運動公園～三領水門（川口市）／本澤正之

本年も寒い中、多くの方に参
加をいただき、荒川河川敷の
清掃が出来ました。河川敷自
体はきれいに見えますが、細
かいところに目を向けると、
昨年よりゴミが少し多くなっ
ているようでした。今後もこ
の活動を通じて荒川をきれい

にしていけたらと感じました。
❶10月30日（日） ❷70（41）人 ❸6袋（2/2/2） ❹3袋（0/3/0）
❻荒川夢クラブ、川口市立南中学校、原町小学校、ボーイスカウト川口地区

荒川運動公園釣堀池周辺（川口市）／林 美恵子

❶4月17日（日） 雨天中止

河原町原っぱ（川口市）／西尾研二、西尾三枝子

中潮の為、ゴミたまりはよく
見え、“こっちにもあっちにも
ある”と拾いがいのあるゴミ拾
いでした。調査カードに書き
入れるのが大変なくらい。「や
められないネ」と言いながら、

「またこの次ネ」と終了しまし
た。その後バッタ捕り大会、

虫好き親子が集まって、チョウ、カマキリ…とたくさん捕ってくれま
した。最後に“飛べ！バッタ”競技会、燃えました。来年はもっと進
化させます。楽しい一日でした。
22） ❶4月23日（土） ❷7（2）人 ❸7袋 ❺6個
23） ❶10月22日（土） ❷30（15）人 ❸23袋 ❺3個 ❻かわぐちっ子荒川クラブ

荒川戸田橋陸上競技場周辺（板橋区）／宮地藤雄

戸田橋～新荒川大橋両岸（川口市・北区）／長谷部 藍、澁谷春菜

私たちはNPO法人国際ボラン
ティア学生協会に所属する学
生であり、今回は北区にある
東京家政大学の学生が中心と
なって清掃活動を行った。今
後も続けていきたいと思う。

20） ❶11月27日（日） ❷84人 ❸22袋（14/2/6） ❹13袋（2/10/1） ❺11個
35） ❶5月1日（日） ❷99人 ❷9袋（6/2/1） ❸4袋（1/3/0） ❺3個

20・35  （NPO）国際ボランティア学生協会

21 川口市役所建設部建設管理課

22 荒川夢クラブ

23・24 埼玉県生態系保護協会 川口支部

26・27 FUJIO PROJECT

26） ❶1月31日（日） 
　　❷100（30）人 
　　❸17袋（11/5/1） 
　　❹5袋（1/4/0） ❺5個
27） ❶4月29日（祝） 
　　❷330（60）人 
　　❸16袋（13/1/2） 
　　❹5袋（2/3/0） ❺12個

板橋区生物生態圏・中規模自然地（板橋区）／栗林菊夫

10月22日、板橋区みどりと公
園課に加え、三井関係企業の
方から参加したいと連絡があ
りました。ただ、ゴミが少な
いので、トン汁を食べる交流
が主になるかと思いました。
連絡していなかった生協パル
システムやクラブでは、お孫

さんを連れての参加もありました。小一時間ほどのゴミ拾いの時と食
事中、猛禽類が見られましたので、みなさんに楽しでもらいました。
集めたゴミは、公園課が対応してくれましたので、助かりました。
28） ❶4月24日（日） ❷13人 ❸4袋 ❹2袋
29） ❶10月22日（土） ❷52（1）人 ❸11袋（5/5/1） ❺6個
　   ❻三井造船労働組合連合会、生活協同組合パルシステム　
　　（※）10月22（土）のみ共催

28・29 いたばし野鳥クラブ、板橋区みどりと公園課
※

戸田橋上流右岸（板橋区）／佐藤淳平

当館と協定を結んでいる専門
学校の授業の一環として荒川
をテーマに様々な調査をして
まとめています。今年度は、
この調査のテーマの1つとし
てゴミ調査を実施する運びと
なり、荒川に落ちているゴミ
の数や種類を記録することに

なりました。そこで、荒川クリーンエイドの活動とも絡められると思
い、実施させて頂きました。
30） ❶11月4日（金） ❷4人 ❸3袋（2/0/1） ❹2袋（0/2/0）
31） ❶11月18日（金） ❷6人 ❸3袋（1/1/1） ❹5袋（1/3/1）

30・31 板橋区立エコポリスセンター

戸田橋上流右岸（板橋区）／佐藤淳平

板橋グローブクラブは、板橋
区内の小・中学生が集まって
身近な環境について遊びなが
ら学ぶグループです。各プロ
グラムは、板橋区立エコポリ
スセンターの指導員がプロデ
ュースをして、安全に配慮し
ながら楽しく体験ができる内

容で実施しています。落ちているゴミは年々減っているような印象で
すが、タバコがとても多く、この場所では毎年1位となっています。
❶10月23日（日） ❷19（11）人 ❸3袋（1/1/1） ❹3袋（1/1/1） ❺3個

32 板橋グローブクラブ

戸田橋上流右岸（板橋区）／加藤太一

弊社は、持続可能な社会の実
現に貢献していくことで、CSR
を果たしていきたいと考えて
おり、「地球環境問題」も取り
組むべきテーマと定めており
ます。これまで森林伐採等を
行って参りましたが、今回初
めて荒川河川敷でのクリーン

エイドに参加しました。当日は晴天にも恵まれ、社員および家族54名
が参加しました。慣れないゴミ拾いでしたが、参加者から「1人が捨て
たゴミが集積すると大変なことになるということを改めて感じた。こ
ういった活動を広めていくことが重要である。」との声があり、継続し
て取り組んで参りたいと思います。
❶3月27日（日） ❷58（1）人 ❸92袋（47/24/21） ❺65個

33 三菱UFJ信託銀行（株）

戸田橋上流右岸（板橋区）／韓 祐志

のような物が目立ちました。ゴミの主は「自分くらいなら大丈夫」と思
っている。でも「まず自分からやめよう」と思うことから全ては変わり
ます。自転車のルールを守ることも同じだなあと、改めて考えました。
❶11月13日（日） ❷42人 ❸51袋（33/8/10） ❹16袋（3/13/0） ❺10個
❻ろうきんセントラル労働組合、アルミ缶リサイクル協会

グッド・チャリズム宣言プロ
ジェクトとしては今回で３回
目の参加です。今回感じたの
は同じ荒川と言っても、場所
によってだいぶ違うというこ
と。流れ着いたゴミとそうで
ないゴミ。今回の場所ではそ
の場で捨てられた「生活ゴミ」

34（一社）グッド・チャリズム宣言プロジェクト

北区・子どもの水辺（北区）／玉井 勲

普段からゴミ拾いを好まない
生徒が多い印象を持っていた。
そのため、荒川クリーンエイ
ドを実施するまでは生徒が積
極的に取り組むかどうか不安
だった。河川敷に生徒が集合
した時は、どうしたらよいの
か困っている様子だった。し

36 東京都立桐ヶ丘高等学校

かし、ゴミ拾いの作業に慣れてくると生徒全員楽しそうにやっていた。
共同作業をしたことによって、生徒同士の人間関係が深まったことを
感じた。生徒が多くのことを学べる企画であることを実感した。
❶11月8日（火） ❷44人 ❸19袋（5/7/7） ❹9袋（4/5/0） ❺2個 
❻北区水辺の会

北区・子どもの水辺（北区）／太田桐正吾

「北区・こどもの水辺」で活動
しています。定例活動は第３
土曜日です。この日に、クリ
ーンエイドを実施しています。
終ってからの、交流会は楽し
いです。ハート型のワンドと
長方形のワンドの維持、管理
しています。子どもたちが、

楽しく自然学習ができるように、サポートをしています。１番人気は
クロベンケイガニ捕りで、その時はとても賑やかです。
37） ❶1月16日（土） ❷152（131）人 ❸20袋
38） ❶2月20日（土） 雨天中止
39） ❶4月16日（土） ❷52（1）人 ❸23袋 ❺2個
40） ❶5月21日（土） ❷10人 ❸5袋（3/1/1） ❺2個
41） ❶6月18日（土） 雨天中止
42） ❶7月16日（土） ❷5人 ❸4袋
43） ❶8月20日（土） 雨天中止
44） ❶10月15日（土） 雨天中止
45） ❶11月19日（土） 中止
46） ❶12月17日（土） 中止

37～46 北区水辺の会

北区・子どもの水辺（北区）／松本嵩章、阿部太一、佐々木麟太朗

荒川には人によるゴミが数多
く落ちています。人為的に投
げ込まれたものもあれば、つ
い落としてしまったものもあ
ると思います。しかし、ゴミ
を荒川に置いてきてしまって
いることには変わらず、その
ゴミで被害を受けているのは

47～52 大正大学 環境サークルsmile

荒川に棲む生物たちです。現代社会で人間が生きる以上、ゴミはなく
なりません。しかし、ゴミを決められた場所に捨てたり、そもそもゴ
ミ自体を減らすことはできます。ゴミを拾う人も必要ですが、ゴミを
無為に増やす人が少なくなることも重要だと思います。
47） ❶2月27日（土） ❷7人 ❸4袋（2/1/1） ❹2袋（1/1/0）
48） ❶5月1日（日） ❷13人 ❸4袋（2/1/1） ❹2袋（1/1/0）
49） ❶5月15日（日） ❷19人 ❸7袋（4/1/2） ❹2袋（1/1/0）
50） ❶6月26日（日） 中止
51） ❶10月9日（日） 雨天中止
52） ❶12月11日（日） ❷6人 ❸3袋（1/1/1） ❹3袋（1/1/1） ❺27個

荒川岩淵関緑地（北区）／市川浩平

東京都北区役所では北区内の
町会・自治会を集めて毎年荒
川クリーンエイドを実施して
います。まだまだたくさんの
ゴミが捨てられている現状で
はありますが、参加者の方か
らは年々ゴミが減っていると
いった声も聞くことができ、

こうした取り組みの意義を感じることができました。
❶10月23日（日） ❷227（25）人 ❸50袋（23/15/12） ❹20袋（10/10/0） 
❺13個

53 北区

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体
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新荒川大橋下流右岸（北区）／石原宏二

 ・ゴミの多さがわかってよい。
 ・体を動かす機会にもなる。
 ・子供が宝探し気分で積極的
　に参加している。
❶5月21日（土） ❷35（3）人 
❸4袋（2/1/1） ❹2袋（0/1/1） 
❺6個

赤水門～青水門周辺（北区）／長坂養一

初参加の方が１名でした。み
なさん、マイボトル持参。少
ない時間でしたが、調査結果
をチーム毎に発表しました。
タバコの吸殻は減らない。

54 日本工営（株）

55・56 ボーイスカウト東京連盟 城北地区北第11団

55） ❶6月26日（日） ❷28（20）人 ❸11袋（4/4/3） ❹2袋（0/2/0）
56） ❶9月25日（日） ❷115（92）人 ❸9袋（3/3/3） ❹5袋（1/3/1）
　　❻ボーイスカウト東京連盟城北地区豊島7団、城北信用金庫

57）鹿浜橋上流左岸（足立区）
75）、76）千住新橋上流右岸（足立区）／森田英行

57） ❶4月13日（水） ❷104人 ❸92袋（59/8/25） ❹43袋（14/29/0）　
　　❺41個
75） ❶4月11日（月） ❷100人 ❸144袋（76/7/61） ❹50袋（16/34/0）　
　　❺43個
76） ❶4月12日（火） ❷117人 ❸166袋（82/20/64） ❹48袋（16/32/0） 
　　❺48個

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。入社早々の
フレッシュな気持ちの中での
社会貢献活動は想像以上に環
境を考える機会になりました。
来年も実施します。

57・75・76（株）日立ビルシステム

扇大橋下流左岸（足立区）／田中真紀

総合の学習の時間を使い、荒川クリーンエイドに参加させていただき
ました。子どもたちは、ゴミの多さに驚き、今までこんなに傍にあっ
た荒川がこんなに汚れていたなんてと衝撃を受けていました。
ゴミ拾いをし、どんどんきれいになる荒川を見て、嬉しさや達成感を
感じた様でした。とても素敵な体験をさせていただき感謝しています。
ありがとうございました。
 ❶3月1日（火） ❷37（34）人 ❸15袋（5/4/6） ❺3個

58 荒川区立大門小学校

西新井橋上流左岸 （足立区）／三井元子

荒川水辺サポーターの現地説
明会も同日併催され、参加さ
れた方と共にゴミ拾い体験と
自然観察（自然地のヨシ原や干
潟でみられる生きもの観察）を
おこないました。草刈り後に
茂みの中に散乱している大量
のホームレスの不法投棄ゴミ

が発見されたり、乾電池が多量に投棄されている現場を観て頂くなど、
河川敷がゴミ捨て場になっている現状と海洋汚染等の関係性について
お知らせしました。また河川の利用マナーの向上とマイボトルの呼び
掛けも行いました。
59） ❶5月14日（土） ❷77（1）人 ❸32袋（24/8/0） ❹2袋（1/1/0） ❺5個
　　❻荒川下流河川事務所、足立区、JR東海、アリオ、（株）ルミネ、
　　　（株）大崎、エコと葉プラン
60） ❶10月22日（土） ❷14人 ❸28袋（28/0/0） ❹3袋（1/1/1） ❺1個
　　❻荒川下流河川事務所 

59・60 足立区本木・水辺の会

61）西新井橋下流左岸（足立区）
117）都営新宿線下流左岸（江戸川区）／平野マユミ

豪田ヨシオ部は、これまで24
大学、延べ800人の学生が参
加した人気イベント『大学対校
！ゴミ拾い甲子園』を、夏と冬
に荒川河川敷で開催していま
す。今年の夏は、大手求人情
報サイトと協働し、学生のゴ
ミ拾い時間を時給換算し、熊

本地震で被災された東海大学阿蘇キャンパスに寄付するＷボランティ
アを実現できました。荒川クリーンエイドの皆様に感謝し、これから
も荒川の自然を守りながら当イベントを盛り上げてまいります。
  61） ❶12月4日（日） ❷49人 ❸49袋（28/3/18） ❹17袋（7/10/0）
117） ❶6月12日（日） ❷170（1）人 ❸223袋（117/17/89） 
　　 ❹104袋（56/48/0） ❺64個 ❻ディップ（株）、UNICS

61・117 豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）

千住新橋上流左岸（足立区）／金森麻理子

今回で3度目の活動となり、
これまでのゴミの傾向なども
見えてきました。拾うだけで
はなく、ゴミ問題について「考
える・学べる」活動は大変好評
です。以前に参加した者が初
参加者をうまくリードしなが
ら有意義な時間となりました。

❶5月28日（土） ❷38（7）人 ❸33袋（22/1/10） ❹14袋（6/8/0） ❺9個

62 東レ（株）

千住新橋下流左岸（足立区）／石塚 誠

毎年9月に千住新橋下流左岸の
ゴミ拾いを実施しています。
今年も天気に恵まれ65名の参
加者でゴミ拾いをしました。
昨年と比較してもゴミの量は
減っており、年々きれいにな
ってきている感じを受けまし
た。来年も同時期実施する予

定です。
❶9月10日（土） ❷65（5）人 ❸8袋（3/2/3） ❹4袋（2/2/0）

63 足立成和信用金庫

千住新橋下流左岸（足立区）／臼倉憲二

てもらえたようです。清掃後は元気にグランドへ向かいました。足立
区は今後も、この荒川クリーンエイド活動を実施してまいります。
❶10月23日（日） ❷326（82）人 ❸70袋（40/15/15） ❹13袋（3/10/0） 
❺4個 ❻足立区少年軟式野球連盟、明治安田生命保険相互会社（千住支
社）、連合足立地区協議会、東京足立ライオンズクラブ、五反野ワンドの自
然再生を考える会、あだち環境マイスターの会

自然や環境の回復には、とて
も大切な活動である。今回30
0人を超える参加者があり、清
掃活動後には大変きれいにな
りました。日ごろ、河川敷グ
ランドで汗を流している多く
の野球少年達も参加してくれ
て、活動の重要性を感じ取っ

64 足立区

江北橋～扇大橋右岸（足立区）／三上秀幸

ふるさと清掃運動会による荒
川での清掃活動は6回目となり
ます。当日は早朝の雨により
少年野球教室は中止になりま
したが釣り教室は実施するこ
とができ、子供・大人共に楽
しみました。午後の清掃活動
には、雨の予報にも関わらず

66 ふるさと清掃運動会実行委員会

扇大橋下流右岸（足立区）／金澤 寛

メンバーが高齢となりました。
少人数で少ない時間でしたが、
充実して出来たように思いま
す。いつもの場所で、秋草が
生い茂り、足元の悪い中50m
四方くらい行いました。他に
も6月に予定していた水質調査
が出来なかったので、以前の

試薬を使って行いました。自転車の投棄がまたありました。
67） ❶6月5日（日） 雨天中止
68） ❶9月25日（日） ❷5人 ❸3袋（1/1/1） ❹2袋（0/1/1） ❺1個

企業・市民団体・地元住民とあわせて、800人が参加してくれました。
河岸にはペットボトルやビン・缶、粗大ゴミなどが600ｍに渡り堆積
している場所があり、2時間におよぶ大運動会を行うことができ、これ
までにない大量のゴミ拾いをしました。
❶10月1日（土） ❷800（62）人 ❸1570袋（790/203/577） 
❹436袋（0/436/0） ❺111個 ❻東芝ソリューション（株）、毎日新聞社、富士
急（株）、ドコモ・システムズ（株）、ITスポーツ連盟、（株）ガイア、（NPO）富士
山クラブ、毎日新聞富士山再生キャンペーン事務局、くりくり少年軟式野球
連合会、（公財）ボーイスカウト日本連盟、東京都釣りインストラクター連絡
機構、東京対馬会、学生ボランティア企画集団NUTS、早稲田大学平山郁
夫記念ボランティアセンター

67・68 尾久の原愛好会

扇大橋下流右岸・西新井橋下流右岸（足立区）／町田美幸

毎年、荒川区軟式野球連盟、
荒川区少年野球連盟、荒川区
サッカー協会の協力により、
いつも利用しているグラウン
ドとその周辺のゴミ拾いを実
施しています。子ども達が一
生懸命ゴミを拾う姿には感動
さえ覚えますが、タバコなど

大人が捨てたと思われるゴミの多さに考えさせられるものがあります。
子ども達が自然の大切さやポイ捨てなどに関心を持ってくれることを
望んでいます。
❶11月13日（日） ❷600（500）人 ❸30袋（21/3/6） ❺6個

69 荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課

扇大橋下流右岸（足立区）／目黒 稔

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エ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21日（土） ❷260（30）人 ❸137袋（69/21/47） ❹75袋（26/49/0）
❺26個 ❻電通共済生協

私たちは約22万人で組織する
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

70 情報労連東京都協議会、
NTT労働組合東京グループ連絡会

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体
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西新井橋上流右岸（足立区）／瀧本 靖

非常に有意義な活動となりました。また活動後には、荒川の恵まれた
自然に触れることで、環境意識の向上につながり、荒川はじめ日本の
自然環境の保全に努める義務を再認識することができました。
❶11月8日（火） ❷11人 ❸9袋（9/0/0） ❹1袋（1/0/0）

荒川下流河川事務所と御縁が
あり、同事務所の荒川水辺サ
ポーターを通じ参加させてい
ただいております。平日活動
のため少人数での参加になっ
てしまいました。しかし、各々
ボランティア活動参加への意
義などを考え取り組んだ結果、

西新井橋上流右岸（足立区）／三浦 哲

2010年より千住桜木地区でク
リーンエイド活動を継続して
7回目となりました。自然地管
理アダプト制度に基づく荒川
下流河川事務所からや一般の
参加もあり、晴天の中でゴミ
収集活動を行いました。初参
加は6名。興味深そうに活動し

ている姿が印象的でした。ゴミ散乱状況の確認やゴミの収集作業等、 
普段はあまり接する機会がない体験をして頂くと共に、自然環境問題
について認識頂ければありがたいです。活動後にはフライドチキンと
ピザを試食しながら活動感想会を行いました。参加者及び関係各位に
感謝申し上げます。『ありがとうございました！』今後とも日本ＫＦＣ
Ｈグループの社会貢献活動にご協力頂ければ幸いです。
❶10月14日（金） ❷15人 ❸21袋（8/6/7） ❻荒川下流河川事務所

千住新橋上流右岸（足立区）／小藤田和麻

回の活動を通して、子供たちだけでなく私たち大人も環境保全に対す
る意識がこれまで以上に向上しました。今後は運動場だけでなく道路
等にあるゴミも収集し、今回の活動で得た環境意識を活かしていきます。
❶11月6日（日） ❷68（65）人 ❸6袋（2/2/2） ❺4個 ❻台東区スポーツ少年団

今年度も台東区スポーツ少年
団の協力のもと、荒川クリー
ンエイドを実施いたしました。
何気なく利用していた運動場
をよく見るとゴミが散乱して
おり、普段運動場として利用
している中で気づいていなか
ったことを痛感しました。今

71 西武建設（株）東京支店

西新井橋上流右岸（足立区）／長谷川元美

へと流れていく現状を最後のグループミーティングで知った事は一人
ひとりがゴミは捨てないという環境に対する意識づくりが再認識でき
た有意義な活動となりました。
❶10月22日（土） ❷39人（4） ❸41袋（25/1/15） ❹23個（8/15/0） ❺12個

今回で2回目のクリーンエイド
活動となりました。当社はＣ
ＳＲ活動の一環として社会に
貢献する企業を目指し、荒川
の美化作業に参加しておりま
す。　今回もペットボトル等
生活ゴミが多く集められまし
た。集められたゴミ以外は海

72（株）セイコーファシリティズ

73 日本KFCホールディングス（株）

74 台東区教育委員会スポーツ振興課

千住新橋下流右岸（足立区）／染屋葉子

三井住友海上プライマリー生
命では、2009年から年に1回、
社員とそのご家族の任意参加
で、荒川のゴミ拾いを実施し
ています。一見綺麗に思えた
河川敷広場でしたが、いざゴ
ミ拾いを始めると川辺・草木
の中に多数のゴミが落ちてお

り、結果13袋のゴミを回収しました。タバコの吸い殻が多く、小さく
て拾いにくい為、苦労したといった意見があがりました。また、財布・
衣類など意外なものも毎回あります。一方で、カニが生息しているな
ど都内にいながら自然の豊かさを感じることができます。荒川がきれ
いであるよう、いつまでも自然豊かであるように、清掃活動を継続し
ていきたいと思います。
❶10月22日（土） ❷62（19）人 ❸10袋（5/2/3） ❹3袋（1/2/0）

79 三井住友海上プライマリー生命保険（株）

千住新橋下流右岸（足立区）／山本泰隆

むらの中には、粗大ゴミ（タイヤ等）や、タバコの吸殻等がたくさんあ
って驚いたなどの声が沢山ありました。社員が団結して社会貢献活動
に取り組み、ゴミが環境へ及ぼす影響を改めて考える大変良い機会で
すので、今後もこの活動を続けていきたいと思っています。
❶5月14日（土） ❷27（2）人 ❸16袋（8/4/4）　❹9袋（5/4/0） ❺5個

システム・サイエンスは社会
貢献として毎年清掃活動を行
っています。荒川クリーンエ
イドの活動は2回目になります
が、今回も天候に恵まれ楽し
みながら活動させていただく
ことができました。実施後、
一見綺麗に見えても川岸や草

80（株）システム・サイエンス

東武伊勢崎線周辺右岸（足立区）／青木秀則

たします。
❶10月29日（土） ❷101（10）人 ❸88袋（57/6/25） ❹41袋（22/19/0） 
❺21個 ❻（株）エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本、（株）NTTビジネス
アソシエ・パートナーズ、（株）エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス

前夜から朝方未明にかけての
降雨により、ぬかるみなどに
よる事故・けがなどの安全性
が心配されましたが、荒川ク
リーンエイド・フォーラム事
務局様の避難誘導路などの安
全確保策により、無事に実施
できましたことを深く感謝い

81 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ（株）

82）東武伊勢崎線下流右岸（足立区） 

89）新四ツ木橋下流左岸（葛飾区）／井村 牧

感がある」「ゴミや環境について考えさせられる貴重な機会だった」とい
った感想が寄せられました。
82） ❶6月18日（土） ❷39人 ❸42袋（30/2/10） ❹13袋（5/8/0） ❺16個
89） ❶6月29日（水） ❷49人 ❸53袋（34/12/7） ❺13個

全社員がボランティア活動を
実施するCitizen Dayの活動の
一つとして今年は2回実施させ
ていただき、天気に恵まれ、
約100名の社員が参加しまし
た。「こんなにも多くのゴミが
あることに驚いたが、これだ
け集めることができると達成

82・89 日本ロレアル（株）

千住新橋下流右岸（足立区）／徳田 実

さんいました。今後も参加し続けたいと思います。
❶10月1日（土） ❷72（2）人 ❸55袋（30/10/15） ❹25袋（5/20/0） ❺1個

今回も参加させていただきあ
りがとうございました。想像
していたよりゴミが少なく、
多くの方の活動により少しず
つきれいになっていると感じ
ました。当日は小雨でしたが、
ゴミ拾いが適度な運動となり、
すがすがしい笑顔の方がたく

83 ジブラルタ生命保険（株）

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

85） ❶4月24日（日） 雨天中止
87） ❶10月15日（土） ❷26人 ❸24袋（8/7/9）

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
報やホームページで参加者を
募集しています。秋のクリー
ンエイドは、中川中学校と共
催でゴミ拾いと調査を行いま
した。

85・87 葛飾区都市整備部調整課

86）堀切水辺公園（葛飾区）／廣沢友里絵　
157）船堀橋上流右岸（江戸川区）／野平 修

（一財）アールビーズスポーツ
財団では、全国でランニング
や自転車を中心とした市民参
加型スポーツイベントの支援
を行っています。荒川河川敷
では、毎年1月と10月に「東京
30K（トーキョーサーティーケ
ー）」を開催しており、合計 1

万人近くのランナーが集まります。荒川クリーンエイド活動では、参
加者の家族や近隣にお住まいの観戦者を中心に、参加者に声援を送り
ながら、またはゴールを待ちながら活動しております。
  86） ❶10月8日（土） ❷5人 ❸3袋（1/1/1）
157） ❶1月30日（土） ❷6人 ❸5袋（3/1/1）

新四ツ木橋周辺左岸（葛飾区）／立澤比呂志

全校生徒参加で、5回目の「荒
川クリーンエイド」。勤労の精
神と奉仕の精神を培うために、
地域のボランティア活動に積
極的に取り組んでいます。約
2時間、生徒は河川敷の環境美
化のために一生懸命にゴミを
拾い汗を流しました。

❶10月15日（土） ❷198（184）人 ❸103袋（41/26/36）

木根川橋下流左岸（葛飾区）／遠藤順子

東京スター銀行は、CSR活動
の一環で積極的にボランティ
ア活動を行っています。東京
近郊での活動として、四ツ木
河川敷でのクリーンエイドに
参加し、今年で3回目となりま
す。新入行員・先輩社員・そ
の家族と幅広い層から100名

以上が参加し、「ゴミを捨てるという過ちは最終的には自分達の身に返っ
てきて、その結果を重く受け止めなくてはならないと感じた」「捨てないだ
けでなく、日常で気がついたら拾うことが大事」など多くの学びを得ました。
❶4月9日（土） ❷110（4）人 ❸154（71/33/50） ❺32個

86・157（一財）アールビーズスポーツ財団

88 葛飾区立中川中学校

90（株）東京スター銀行

平井大橋上流左岸（葛飾区）／武舎利幸

清掃活動を実施しました。今年の特徴は初参加者が多かったことで、
12名の方に初めてお手伝いをいただくことができました。これからも
多くの初参加者を募って、末永く活動していきたいと考えております。
❶10月8日（土） ❷31（1）人 ❸17袋（10/6/1） ❺4個

東京損害保険代理業協会と申
します。今年は小雨の中での
活動でしたので、河川敷や川
際は足元がぬかるんでいたた
め立ち入らず、また河川敷の
道路では市民マラソンが実施
されていたことも考慮し、土
手下の安全なエリアを選んで

92（一社）東京損害保険代理業協会

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体
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四ツ木橋上流右岸（墨田区）／松本龍詞

クリーンエイドは春と秋、年
2回実施していますが、今年で
9年目となりました。同じ場所
を毎年掃除しているのに、毎
回ゴミの量は変わりません。

「徒労ではないか？」という思
いがふと頭の片隅をよぎりま
す。しかし、年 「々葦」は増え、

「カニや生き物」も着実に増えています。それが、何よりの励みと喜び
です。子供や、孫たちにきれいな地球を残すために、これからも活動
を続けていきます。
96） ❶5月21日（土） ❷46（2）人 ❸91袋（42/25/24） ❺31個
97） ❶11月12日（土） ❷27（4）人 ❸59袋（27/12/20） ❺5個

新四ツ木橋下流右岸（墨田区）／柏木茂一

10月15日に当社及びグループ
会社の社員とその家族の合計
32名が参加し、ペットボトル、
食品のポリ袋など39袋のゴミ
を回収しました。今年で3年目
となりますが、ゴミが年々減
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

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、プロボノ活動を数多く行っていま
す。今年の清掃活動は6月に一度、梅雨の合
間に行いました。秋は丸の内への事務所移
転に伴い残念ながら清掃活動はできなかっ
たので、フォーラムへの寄付を行いました。
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。
❶6月11日（土） ❷7人 ❸15袋（11/2/2） 
❺2個

101、102）京成押上線上流右岸（墨田区）／クリスティーン・タイ、野口有紀
146）小松川橋上流右岸（江戸川区）／森國 桃
181）船堀橋上流右岸（江戸川区）／チョン・キョンヨン

ブルームバーグの社会貢献活
動は、ブルームバーグ フィラ
ンソロピーズの一環として、
社員の専門技能や才能を引き
出し活用することで、世界各
地の地域社会との関係を強化
し生活の向上を目指していま
す。ブルームバーグ フィラン

ソロピーズに関する詳細はwww.bloomberg.orgをご覧下さい。荒川清
掃活動においては、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、皆様と共に、
清掃を通じてゴミ問題に取り組んでいきたいと思っております。
101） ❶6月24日（金） ❷17人 ❸29袋（19/5/5）
102） ❶10月7日（金） ❷5人 ❸15袋（9/3/3）
146） ❶4月22日（金） ❷9人 ❸21袋（10/1/10） ❹9袋（3/6/0） ❺19個
181） ❶11月19日（土） 雨天中止

八広野球場～緑地競技場（墨田区）／佐藤智昭

定ですので、皆さんぜひ御参加ください。
❶11月5日（土） ❷102（63）人 ❸30袋（14/13/3） ❺8個
❻向島ビーバーズ、㈱大崎、フウガドールすみだ、業平蹴球団、外出サッカー
クラブ

墨田区では、普段から荒川河
川敷野球場を利用している少
年野球チームや少年サッカー
チームを中心とした総勢102
名で実施しました。今回初め
て参加される方も多く、河川
敷のゴミの多さに驚いていま
した。今後も毎年開催する予

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体

首都高速6号線下流右岸（墨田区）／田島栄次、武居奈菜

かな物は特に丹念に拾い上げることを心がけた。根気のいる地味な作
業ながら、妖しくうごめく虫たちの姿を見れば、不思議と安らぎを覚
えた。虫嫌いのはずの自分の新たな一面の発見だったりして。
  93） ❶1月27日（水） ❷2人 ❸6袋 ❺16個
  94） ❶6月10日（金） ❷2人 ❸45袋（25/5/15） ❺14個
  95） ❶9月21日（水） ❷2人 ❸14袋（7/3/4） ❺7個
182） ❶12月12日（月） ❷2人 ❸12袋（6/3/3） ❺4個

今回の作業は葦原の手付かず
のエリア。もう何年も埋もれ
ていたと思われる粗大ゴミの
引き上げと、半ば劣化したペ
ットボトル、発泡スチロール
片の片づけが中心。その量に
最初は茫然となったものの、
生態系破壊の要因とされる細

93～95・182 チームきたざわ

98 墨田区スポーツ振興課

96・97 （株）エックスワン

99 グローリー（株）

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
るカニの生態について参加者は自ら探して採集した生きている現物を
手にしながら熱心に耳を傾けていました。
❶10月15日（土） ❷32（1）人 ❸39袋（25/7/7） ❺5個

100 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業

101・102・146・181 Bloomberg L.P.

京成押上線上流右岸（墨田区）／山田義博

ましたが、地域がらか野球等の球技のボールの数は毎年増えているよ
うですし、今年は特に使い捨てライターの数が著しく多かったです。
この現状からして各自の、私一人ぐらいならと言う自意識向上の啓発
活動が引き続き必要と感じました。
❶10月29日（土） ❷11人 ❸15袋（5/5/5）

建築関係の仕事に携わってい
る有資格者の若手経営者で構
成されており、建築業界と社
会公共福祉の健全な発展を図
る為に活動しております。ク
リーンエイド活動に参加させ
て頂き7年目を迎え、ゴミの量
も当初より随分と少なくなり

京成押上線周辺右岸（墨田区）／藤本由佳

今回は、荒川クリーンエイド
活動を実施してから過去最大
の62名が参加してくれました。
福利厚生の一環として地道に
行ってきた活動が、ようやく
社内に浸透してきてうれしく
思いました。いつも、荒川河
川敷八広駅付近で実施してい

るのですが、今回は、参加人数も多く、時間にゆとりがあったので次回は、
実施場所を変更してみるなどを改めて検討していきたいと思います。
104） ❶4月23日（土） ❷62（4）人 ❸47袋（23/14/10） ❺5個
105） 11月19日（土） 雨天中止

当社は墨田区にあります石け
ん・化粧品製造メーカーです。
毎年地域貢献活動の一環とし
て荒川クリーンエイドに参加
させていただき、今年で7回目
を迎えました。ゴミ袋の数も
当初に比べて3分の1程に減っ
てきていますが、タバコの吸

い殻やポリ袋、ペットボトルがとても多かったです。誰かが捨ててい
るから捨てても平気、という意識がなくなるよう、この活動が地域美
化に繋がるようになればと思います。
❶10月22日（土） ❷39（4）人 ❸22袋（14/4/4） ❺5個

木根川橋周辺右岸（墨田区）／杉崎広信

103（一社）建築ビジョン

104・105（株）ユーニック

106 松山油脂（株）

総武線下流左岸（江戸川区）／小林勝人

葛飾区小松南小学校の4年生は、総合的な学習の時間で、毎年荒川クリ
ーンエイドに参加しています。この体験を通して、荒川の自然を守る
ためのいろいろな工夫や努力を学んでいます。
111） ❶2月17日（水） ❷65（56）人 ❸5袋（3/1/1） ❺1個
112） ❶6月16日（木） ❷91（75）人 ❸4袋（2/1/1）
113） ❶10月13日（木） ❷86（74）人 ❸4袋（2/1/1）

111～113 葛飾区立小松南小学校

総武線下流左岸（江戸川区）／佐藤正兵

盛り上がりました。午後には、子供たちはまだ生き残って頑張ってい
るバッタやカマキリを捕まえて観察したり、鉞（まさかり）で薪割（まき
わり）に挑戦するなどして遊びました。また、クズのつるで覆われたエ
リアを草刈り隊が大鎌で刈り取り、広場が広がりました。
❶11月20日（日） ❷12（4）人 ❸17袋（13/1/3） ❹1袋（0/1/0）

今回はボーイスカウト板橋15
団の 6 名を含む一般参加者と
中土手の会会員を含めて33名
の参加があり、午前10時から
いつもは拾わない中川側のク
リーンエイドでゴミをたくさ
ん集めました。お昼は11月恒
例となった山形風《芋煮会》で

115）都営新宿線下流左岸（江戸川区）
128）葛西橋下流左岸（江戸川区）／David Howenstein

ジャンボインターナショナル
は、いろいろなボランティア
活動をしています。ゴミ拾い
も2か月に一度くらい荒川クリ
ーンエイド等に参加して活動
をしています。相変わらずゴ
ミの量は多いけれども、少し
ずつ減っている印象です。少

しきれいになったゴミ拾い後を見ると嬉しく感じます。頑張って次回
はもっときれいにしたいと思います。参加者が多くて嬉しかったです。
115） ❶4月2日（土） ❷20人 ❸119袋（58/4/57） ❹43袋（21/22/0） 
 ❺19個 ❻日本たばこ産業（株）
128） ❶10月16日（日） ❷21（3）人 ❸38袋（15/6/17） ❹12袋（4/8/0）
 ❺6個

114 中土手に自然を戻す市民の会

115・128 JAMBO International Center

総武線下流左岸（江戸川区）／佐久間俊幸、藤島寿晴

年４回、３、４年生合同で、水生生物、虫、野鳥、植物、水質、ゴミ
グループに分かれ、自分達でたてた学習の目あてに向かって活動して
いる。活動後、五色池周辺を全員でクリーンエイド活動をして、たく
さんゴミを拾っている。ゴミを拾いながら分別し、環境における子ど
も達の意識を高めている。池の周辺をきれいにすることで、生物が生
きやすい環境作りに役立っていると子ども達に感じさせたい。
107） ❶1月19日（火） ❷143（113）人 ❸4袋（2/1/1） ❺3個
108） ❶5月10日（火） 雨天中止
109） ❶6月24日（金） ❷127（118）人 ❸3袋（1/1/1）
110） ❶10月28（金） ❷127（118）人 ❸5袋（3/1/1）

107～110 江戸川区立大杉小学校

都営新宿線下流左岸（江戸川区）／中山大輔

当社はこれまで従業員とその
家族によるボランティア活動
として荒川クリーンエイドを
行っていましたが、今年は新
入社員研修の一環として実施
しました。企業市民としての
マインドの醸成を目的として
いましたが、これに加え、チ

116（株）ダイエー

ームとして活動することの大切さ、環境配慮への意識向上、コミュニ
ケーションの強化など様々な意味で有意義な活動ができたと考えてい
ます。この活動を継続して更に有意義なものにできるよう工夫してい
きたいと思います。
❶4月8日（金） ❷16人 ❸19袋（9/6/4）
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都営新宿線下流左岸（江戸川区）／小寺正明
118 大地ママ蘭心絵（環境・国際研究会）

❶8月20日（土） 雨天中止

葛西橋上流左岸（江戸川区）／引間太一、荒牧和沙

私達、東京東ローターアクト
クラブでは、毎年、年2回の荒
川クリーンエイドを開催させ
ていただいています。今回も
初めて参加していただいた人
も沢山いて、知っていただく
良い機会作りが出来たのかな
と思いました。今回はヨシが

生い茂っていて、中のゴミを拾うのがとても困難でしたが、参加した
皆様の荒川をキレイにしたいという気持ちで、服が汚れながらもヨシ
をかき分けてゴミを拾っていたのがとても印象的でした。
124） ❶2月6日（土） ❷30人 ❸44袋（19/7/18） ❺16個 
125） ❶10月1日（土） 雨天中止

124・125 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）／稲垣宏規

長瀬産業労働組合

6商社の労働組合から構成されるUNIEXに
て恒例行事となった荒川クリーンエイドへ
の参加。ゴミ拾いをする事で爽やかな汗と
共に達成感を味わう事が出来ました。それ
と同時にたくさんのゴミを目の当たりにし、
環境汚染について改めて考えさせられまし
た。ゴミ拾い終了後にこれも恒例となった
メキシコ料理屋での懇親会を実施し、皆心
身共に気持ちよく帰路につきました。
❶6月18日（土） ❷26（4）人 ❸19袋（14/3/2） 
❺4個 ❻ユアサ労働組合、稲畑産業労働組合、
岩谷産業労働組合、日鉄住金物産労働組合、

126 JFE商事労働組合（UNIEX）

葛西橋上流左岸（江戸川区）／村山 卓

しかったのがその理由だと思います。それでもクリーンエイドを初め
て体験した参加者からは、ゴミの多さに驚いた等の感想がありました。
ゴミを減らす事がいかに重要か、気づく良い機会になったようです。
❶11月8日（火） ❷22人 ❸16袋（9/2/5） ❹6袋（1/5/0）

昨年までと同様に幅1m程事前
に葦を刈ってから実施しました。
拾い集めたゴミは昨年よりも
少なかったという印象です。
毎年同じ場所で実施している
事に加え、昨年よりも水位が
高かった為、葦の中に入り込
んでゴミ拾いをすることが難

127 江戸川区土木部水とみどりの課

平井大橋上流右岸（江戸川区）／江島貞男

ともに、普段から生活のゴミを減らす意識を持つことの大切さを実感
しました。
❶6月4日（土） ❷134（7）人 ❸41袋（25/10/6） ❹2袋（2/0/0） ❺12個

一見、きれいに見える河川敷
も良く見るとたくさんのゴミ
が落ちていた。タバコの吸殻
やペットボトルをはじめとし
た生活に関連したゴミが多く、
誰でも手に入れることが出来
るもので当たり前のように汚
れていることを再認識すると

総武線周辺右岸（江戸川区）／深田裕康

❶11月19日（土） 雨天中止

総武線下流右岸（江戸川区）／平田鐘明

4年生の総合的な学習の一環として行っている「あらかわ探検隊」の最後
の取り組みとして、毎年参加しています。これまでに生物採集を通し
て、荒川の豊かな自然の恩恵に浴してきた子ども達は、荒川が人間の
負の遺産の集積場になっていたことに、大きなショックを受けたよう
でした。ほとんど土に埋まっていたカゴを、何人もの子どもが火ばし
で必死に掘り出している姿に、頼もしさと同時に、悲しさを覚えざる
を得ませんでした。
❶10月21日（金） ❷75（68）人 ❸21袋（11/3/7） ❹8袋（3/5/0） ❺23個

総武線下流右岸（江戸川区）／清水　茜

いつもは生き物を採集したりする荒川の学習。荒川クリーンエイドは、
大切にしている荒川でたくさんのゴミを拾う活動です。たくさん拾え
てうれしかったと同時に、荒川にゴミを捨てる人がたくさんいること
が分かり、がっかりしました。いろいろな種類のゴミが荒川の生き物
にどのように影響しているかが、とても気になった。一つでもゴミが
減らせるよう一人一人が意識をして、広めていきたいと思った。
❶11月16日（水） ❷110（105）人 ❸18袋（14/1/3） ❹6袋（4/2/0） ❺33個

総武線下流右岸（江戸川区）／中嶋美南子

親子のみなさんが参加して、
荒川の自然を楽しみ学ぶ水辺
の楽校。年に2回、市民、企業
のみなさんにもご参加いただ
き、クリーンエイドに取り組
んでいます。雨続きで、ヨシ
原や干潟には、ペットボトル
にレジ袋、発泡スチロール…

大きなゴミもたくさん流れ着いていました。みなさんのご協力で、子
どもたちの遊び場がきれいに、安全に保たれておりますこと、感謝し
ております。
138） ❶4月24日（日） ❷14（5）人 ❸29袋（19/1/9） ❹13袋（4/9/0） ❺11個
139） ❶5月15日（日） ❷55（26）人 ※ゴミは134）分と一緒にカウント
140） ❶6月12日（日） ❷21（9）人 ❸6袋（5/0/1） ❹2袋（1/1/0） 　❺3個
141） ❶7月10日（日） ❷23（9）人 ❸5袋（4/0/1） 2袋（1/1/0）
142） ❶9月11日（日） 雨天中止
143） ❶10月10日（月） ❷54（19）人 ❸51袋（33/1/17） ❹24袋（9/15/0） 
　　 ❺18個 ❻ユーピーエスジャパン（株）、三井ボランティアネットワーク
　　 事業団
144） ❶11月13日（日） 中止

❶11月19日（土） ❷雨天中止

129 小松川信用金庫

130 ローソングループ

131 江戸川区立平井小学校

132 江戸川区立平井東小学校

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ゴミがた
くさん・・・アクション！！
このゴミなんとかしなきゃと
思ったみんな、気軽にゴミ拾

いに参加くださいね！！
133） ❶4月24日（日） ❷6（1）人 ❸2袋（2/0/0）
134） ❶5月15日（日） ❷11（4）人 ❸12袋（9/1/2）
135） ❶9月11日（日） ❷6人 ❸15袋（10//2/3） ❺9個 
136） ❶10月10日（月） ❷15（3）人 ❸17袋（12/1/4） ❹7袋（3/4/0） ❺8個
137） ❶11月13日（日） ❷13（2）人 ❸9袋（5/1/3） ❺6個

133～137 川の手ファンクラブ

138～144 下平井水辺の楽校

木下川排水機場～ロックゲート（江戸川区）／谷川貞夫
145 小松川平井連合町会

小松川橋上流右岸（江戸川区）／永木秀典

人一人の責任感と環境への意識を高められる良い機会になったと思い
ます。
❶5月29日（日） ❷55人 ❸30袋

毎年5月末に行っている荒川の
河川敷の清掃に社員みんなで
参加しました。
今回の活動を通じてポイ捨て
や不法投棄の実態を把握する
事ができ、社員一人一人が日
常の生活の中で考える事が大
切だなと思いました。社員一

新小松川橋下流右岸（江戸川区）／分目竜太郎

中止

船堀橋上流右岸（江戸川区）／嶋村文男

5月14日（土）、晴天の中、毎
年春と秋に行っている荒川の
河川敷清掃に、社員一同で行
ってきました。天気は上々で
作業中はかなり汗が出ました
が、心地よい風が吹いて気持
ちよくゴミ拾いができました。
目立ったゴミは、レジ袋やビ

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体

147 POSCO JAPAN（株）

新小松川橋下流右岸（江戸川区）／高田 覚

お願い致します。
❶1月27日（水） ❷12人 ❸29袋（17/3/9） ❺3個

荒川水辺サポーターの活動で
小松川地区での活動を行って
おり、その中でゴミ拾いを行
う際、荒川クリーンエイド・
フォーラムさんから依頼が有
りゴミの集計を行い、協力さ
せて頂きました。引き続き活
動を行いますので、ご協力を

148 SMCシビルテクノス（株）

149 三菱UFJトラストシステム（株）

当社では、2013年から新入社
員向けのCSR研修として荒川
の清掃活動に参加しており、
今回は4月19日と20日の2日
間で計360名の新入社員が参
加しました。両日ともに天候
に恵まれ、チーム対抗のゲー
ム形式で競い合い、多くのゴ

ミを回収しました。本活動を通じて、環境問題を身近なものとして捉
え、日常生活における意識の持ちようや、社会の一員としての自覚と
責任について改めて考えることができ、貴重な経験となりました。
150） ❶4月19日（火） ❷185人 ❸84袋（49/3/32） ❹22袋（9/13/0） ❺31個
151） ❶4月20日（水） ❷175人 ❸109袋（81/9/19） ❹31袋（15/16/0） ❺45個

首都高速7号線下流右岸（江戸川区）／岡 国一
150・151 みずほ証券（株）

152・153 島村運輸倉庫（株）、（株）島村商店

ニールの破片でした。拾いきるのは難しくたくさん残ってしまいまし
た。今回の活動の合言葉は"荒川でちょっといいことゴミ拾い"みんな
頑張りました。年2回の作業ですが、今回は初参加者が6人（新入社員）
で、その感想は「ゴミのポイ捨ては、拾う側になって気づかされた。」等
でした。継続していくことが大切だと感じる1日でした。
152） ❶5月14日（土） ❷48人 ❸47袋（26/8/13） ❹9袋（4/5/0） ❺13個
153） ❶11月26日（土） ❷37人 ❸39袋（25/2/12） ❹15袋（7/8/0） ❺2個

船堀橋上流右岸（江戸川区）／原田眞佐子

査で集計した数を見てもダントツ1位でした。マイクロプラスチック問
題にもかかわる事なので、プラスチックゴミを減らす事と、その前に
元からなくしたいと思います。
❶11月6日（日） ❷37（15）人 ❸19袋（9/5/5） ❹3袋（2/1/0） ❺44個

江戸川・生活者ネットワーク
です。今回、ゴミ調査をして
いて特に気づいた点は、細か
いプラスチック破片がとても
多かったということです。参
加者の調査カードのふりかえ
りの中でも同様に感じていら
っしゃる方が多いし、ゴミ調

154 江戸川･生活者ネットワーク、
ガールスカウト東京都 第215団
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都営新宿線周辺右岸（江戸川区）／大谷早葵、松本大成

め、荒川河川敷クリーンアップを行いました。本格的な清掃活動は今
年で6年目を迎え、活動の成果も表れ始め、年々ゴミが減ってきました。
今後も継続して実施していきたいと考えております。
158） ❶4月14日（木） ❷128人 ❸125袋（81/3/41） ❹52袋（27/25/0） 
 ❺31個
159） ❶11月5日（土） ❷440（60）人 ❸157袋（99/12/46） 
 ❹58袋（26/32/0） ❺44個

住友生命では「CSR経営方針」
を踏まえ、海外を含め全国で
職員によるボランティア活動
を実施し、今年で25年目を迎
えています。その一環として、
地球環境保護に取り組むとと
もに、職員のボランティアマ
インドの一層の醸成を図るた

葛西橋～清砂大橋下流右岸（江東区）／瀧田佳苗

東京都独自の教科である「人間
と社会」における体験活動の一
環として、今回はじめて「荒川
クリーンエイド」に参加しまし
た。炎天下で約2時間、生徒は
一丸となり、ひとつでも多く
のゴミを荒川から無くそうと
一生懸命収集活動に取り組み

ました。活動後のふりかえりでは、荒川が予想以上に汚かった、荒川
の現状を知り、勝手にゴミを捨てることはよくないと改めて思った、
きれいな荒川を維持していきたい、という意見が多く出ました。
❶7月19日（火） ❷252人 ❸141袋（45/48/48） ❺11個

都営新宿線下流右岸（江戸川区）／本橋俊明

都営新宿線下流右岸（江戸川区）／荒井雅樹

ない。この密度で同河川敷に分布していると考えると、回収に掛かる
労力は計り知れない。粉々になった発泡スチロールを見て、捨てるの
は容易いが、拾うのは容易ではないと多くの方に知ってほしい。
❶10月29日（土） ❷12（2）人 ❸16袋（7/1/8） ❹9袋（5/4/0） ❺5個

前日が寒かったため心配して
いたが、当日は10月下旬にし
ては珍しい暖かさとなり、快
適な環境でゴミを拾うことが
出来た。ゴミ拾いを実施した
のは限られたスペースにも関
わらず、これほどのゴミが落
ちていたことに驚きを禁じ得

都営新宿線下流右岸（江戸川区）／藤田真理

題について考えを深めることができました。今後も川に興味を持ちな
がら学習を進めていきます。
❶6月24（金） ❷68（60）人 ❸15袋（9/2/4） ❹5袋（2/3/0）

私たちの小学校は小名木川と
旧中川の合流するところにあ
り、川は身近な存在です。4年
生の総合的な学習の時間では、
荒川に住む生き物や植物、環
境問題について学習していま
す。今回の活動に参加して、
ゴミ拾いを行うことで環境問

葛西海浜公園東なぎさ（江戸川区）／飯田陳也

秋の東なぎさクリーンエイド
は17年目に入り21回目を実施
した。大型観光船2艘を含む6
艘の船で順調に上陸でき、内
湾漁協15名を含む114名の参
加者で50Lの袋で55袋のゴミ
を回収した。各分野にわたる
観察会は野鳥・植物・底生生

物と参加者の人気を集めた、野鳥の会からはこの干潟をラムサール条
約に登録したいとの提案がされ、そのためのシンポジウムが12/18法
政大学で実施されるとの報告には多くの方から賛同の意が寄せられた。
165） ❶6月18日（土） ❷60（2）人 ❸24袋（15/2/7） ❺18個
166） ❶11月8日（火） ❷104人 ❸50袋（33/8/9） ❺10個

25） ❶6月26日（日） ❷5人 ❸52袋（5/3/44） ❹14袋（6/8/0） ❺14個
65） ❶7月23日（土） ❷21人 ❸22袋（8/1/13） ❹12袋（5/7/0） ❺5個
77） ❶3月26日（土） ❷13（2）人 ❸30袋（17/3/10） ❹15袋（8/7/0） ❺8個
78） ❶8月27日（土） ❷27（3）人 ❸20袋（15/1/4） ❹7袋（2/5/0） ❺10個
91） ❶9月17日（土） ❷5（1）人 ❸29袋（13/5/11） ❺21個
119） ❶2月28日（日） ❷46人 ❸708袋（300/75/333） ❺68個
120） ❶3月12日（土） ❷130（4）人 ❷772袋（325/118/329） ❺32個
121） ❶5月22日（日） ❷8人 ❸58袋（16/0/42） ❹34袋（17/17/0） ❺9個
122） ❶11月20日（日） ❷10人 ❸16袋（11/1/4） ❹7袋（3/4/0） ❺6個
123） ❶12月17日（土） ❷23（3）人 ❸32袋（22/2/8） ❹11袋（3/8/0） ❺10個
164） ❶8月12日（金） ❷2人 ❸13袋（11/1/1） ❹2袋（1/1/0） ❺2個
参加団体：リコージャパン（株）、Bloomberg L.P.、SMCシビルテクノス（株）、
日本プラスチック工業連盟、（株）日立製作所、（株）日立インフォメーションア
カデミー（全11回分）

船堀橋上流右岸（江戸川区）／上田有佳

三井住友フィナンシャルグル
ープは、10/1に荒川の清掃活
動を行いました。当日は、朝
から小雨が降っていましたが
活動時には上がり、グループ
企業9社の従業員とその家族、
合計236名が協力して清掃活
動に取り組みました。1時間あ

まりの活動で多くのゴミを収集・分別した参加者からは「想像よりもゴ
ミが多く、ゴミの排出を減らす工夫も必要だと感じた」などの感想が寄
せられました。今後もグループ一体となった、環境保全活動に取り組
んで参ります。
❶10月1日（土） ❷236（20）人 ❸167袋（110/8/49） ❹50袋（27/23/0） 
❺19個

155 三井住友フィナンシャルグループ

船堀橋上流右岸（江戸川区）／渡辺由美
156 SMBC日興証券（株）

❶10月1日（土） 雨天中止

158・159 住友生命保険（相）

都営新宿線下流右岸（江戸川区）／鶴田麗子

なりました。クラス対抗セイタカアワダチソウ抜き、そしてゴミ拾い。
その後、生き物探し。あっという間の時間でした。今回の学びを機に
環境問題を課題にし、追及活動を進めています。
❶9月15日（木） ❷127（123）人 ❸2袋（1/1/0）

本校では毎年4年生の児童が参
加しています。今回も児童各
々がワクワクしながら荒川土
手に向かいました。セイタカ
アワダチソウが生い茂る姿を
見て、まずは驚きをもちまし
た。様々な環境に関わる話を
聞き、いよいよ体験的活動に

160 江戸川区立小松川第二小学校

161 ジョンソンコントロールズ（株）

さそうだ」などと話していましたが、ゴミの種類の多さに驚きの声を上
げ、グループごとにクリーンエイド活動に取組みたくさんのゴミを拾
っていました。キャプティでは、荒川クリーンエイドを利用した「新入
社員研修」を今後も継続して実施していきたいと考えています。
❶5月18日（水） ❷31人 ❸24袋（14/1/9） ❹10袋（5/5/0） ❺12個

今年も好天に恵まれた開催と
なりました。新入社員研修と
してのクリーンエイド活動も
4年目となり、午前中のゴミ拾
いゲーム、午後のグループ討
議など内容の濃い研修となり
ました。毎年の光景ですが、
参加メンバーは「ゴミなんかな

162（株）キャプティ

163 江東区立第五大島小学校

165・166 葛西東渚鳥類園友の会、
（NPO）えどがわエコセンター、
自然共生社会づくり委員会

葛西海浜公園西なぎさ（江戸川区）／橋爪慶介

9月10日の今日。ゲリラ豪雨
や台風通過が数週間のうちに
あったせいで、漂着ゴミの量が
かなりあったため、今回参加し
てくださったみなさまには、た
くさん活躍していただきました。
特に今回は大学生が多く参加
してくださり、助かりました。若

い方々のパワーはいいもんですね。活動中にはチュウシャクシギの群れが何
度か渚の上空を水平に飛んでいるのを見かけましたが、漂着ゴミの量が多く、
クリーンアップに夢中で気が付かなかった方も多かったと思います。
167） ❶3月20日（日） ❷13人 ❸9袋 ❺19個 
168） ❶4月16日（土） ❷35（2）人 ❸14袋 ❺18個
169） ❶5月21日（土） ❷87（5）人 ❸29袋 ❺6個
170） ❶6月18日（土） ❷34（4）人 ❸17袋 ❺6個
171） ❶7月23日（土） ❷53（5）人 ❸23袋 ❺4個
172） ❶8月20日（土） 雨天中止
173） ❶9月10日（土） ❷62（2）人 ❸105袋 ❺33個 
174） ❶10月15日（土） ❷30（3）人 ❸72袋 ❺35個
175） ❶11月26日（土） ❷26人 ❺9個
参加団体：TOTOグループ、ソーラーフロンティア、純光社、東京都主税局、
エコー電子工業（株）、ジブラルタ生命保険（株）、（株）TDモバイル、（株）AB
システムソリューション、スタンダードチャータード銀行（全9回分）

清砂大橋下流右岸 新砂干潟（江東区）／阿部美和

えこっくる江東の夏休み講座
「夏の親子で新砂干潟の清掃と
自然観察会」です。江東区で唯
一の干潟（人口）です。昨年あ
たりからヤマトシジミ、それ
を食するアカエイの穴が出現
してきました。自然の力に感
激。清掃保全に力がはいりま

す。自前のアサリで深川丼を食べたいですね。
179） ❶8月6日（土） ❷63（23）人 ❸28袋 ❹1袋（1/0/0） ❻えこっくる江東
180） ❶11月12日（土） ❷31（8）人 ❸19袋（11/8/0） ❻えこっくる江東

　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大ゴミ袋数（可燃/不燃/ペットボトル）
❹小ゴミ袋数（びん/缶/電池） ❺粗大ゴミ数 ❻参加団体

167～175 西なぎさ発：東京里海エイド

176 東京都立東高等学校

清砂大橋下流右岸（江東区）
178 非公開

❶4月15日（金） ❷120人 ❸72袋（52/9/11） ❹6袋（0/5/1） ❺36個

179・180 江東エコリーダーの会

葛西橋周辺右岸（江東区）／平松紀幸

てはいけないな」等の感想が寄せられました。これからも荒川の自然を守る
この地道な活動を地域や企業の皆様と協力して続けていきたいと思います。
❶10月29日（土） ❷68（9）人 ❸43袋（24/13/6） ❹4袋（0/0/4） ❺19個
❻社会福祉法人のびのび福祉会、江東シルバー共助会、よつ葉乳業㈱東
京支店、ベイエリア・フットボールクラブ

曇り空のもと、大勢の皆様にご
参加いただき、無事実施するこ
とができました。今年は川岸エ
リアとそれ以外に分かれてゴミ
を集中的に拾いました。参加者
からは「予想以上にゴミが多くて
驚いた」「茂みの中に粗大ゴミが
ありマナーが悪い！」「ポイ捨てし

176 江東区土木部施設保全課

25・65・77・78・91・119～123・164
（NPO）荒川クリーンエイド・フォーラム

25）笹目橋下流右岸（板橋区） 65）江北橋下流右岸（足立区）
77）、78）千住新橋上流右岸（足立区） 91）木根川橋下流左岸（葛飾区）
119）、120）、121）、122）、123）都営新宿線下流左岸 164）都営新宿線下流右岸
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体験型社員研修で社会貢献意識の向上

■気づき・考え 行動する力を育む
　荒川クリーンエイドの体験型社員研修は、川を学びの場に、
気づき、考え、行動する力を育むプログラムです。その大きな
特徴は、右表の３点です。現場活動を通じて培うチームビルデ
ィングをはじめ、様々な研修成果をゴールとしています。

■ゴミ拾い × 社会貢献活動
●研修の流れ／主なプログラム内容
　荒川河川敷でのゴミ拾い実習を中心に、研修の目的や時間な
どに応じて、事前研修、事後研修のプログラムを組み合わせ、
実施しました。

屋外での活動には多くの「気づき」や「学び」があります。座学だけでは学ぶことができない体験を通じて、社会人あるいは企業人として、
川ゴミ問題という社会課題に対して何ができるのか考えるのを皮切りに、荒川クリーンエイドを通じた社員研修プログラムは、
社会貢献意識だけでなくチームビルディングの醸成を目的としています。今年も多くの企業に取組んでいただきました（2016年実績：5社 計8回）。

①体験・体感を通した学び
「都会」の中の「自然」である荒川でのクリーンエイド活動
を通して、室内だけではわからない社会課題を体感します。

②気づきと学び合い
限られた時間内で頭と体（五感）をフル回転することで、
思いがけない仲間の個性や強みを発見し活かします。

③仲間と楽しく学ぶ
チームでの共同体験を通して、チームビルディングを楽
しく学びます。

【３つの特徴】

【４つの目的】

1．社会性・社会貢献意識の向上
2．チームワーク力の育成
3．環境意識の向上
4．問題解決力の育成

●ゴミ拾いを通じたチームビルディング　チームで成果を出す
　チームに分かれ、ゴミの種類と数を調べながら拾う「調べるゴ
ミ拾い」を通じて、社会貢献活動を体験します。チームで作戦を
立て、チームビルディングを学ぶ「環境に悪いゴミ拾いゲーム」
のメニューもあります。

【プログラム例】
　・荒川クリ―ンエイド（調べるゴミ拾い）
　・チームビルディングを学ぶ「環境に悪いゴミ拾いゲーム」
　・外来種の除草（生物多様性保全プログラム）　　など

株式会社キャプティ様
実施の様子

社会性の育成

講義・ワークショップ（室内）

事前研修

環境CSRや社会貢献に
必要な知見や、

荒川クリーンエイドの
事例を概説します。

クリーンエイド実習（河川敷）

社会貢献活動

グループに分かれ、
種類別にゴミを

数えながら拾います。

講義・ワークショップ（室内）

課題解決型研修

ゴミから社会問題を考え、
企業と社会のつながりや

企業活動に活かす
方策などを考えます。

環境教育の推進 /
生物多様性の保全
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※本活動は「水の日」・「水の週間」上下交流事業の助成を受けて実施しました。

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

流域とともに

■荒川源流・秩父との交流
　9/3（土）に「荒川源流・秩父森林保全ボランテ
ィア」を埼玉県秩父市にて実施しました。
　当日は下流域などから13名が参加。山林の中
で間伐残材の運び出しなどの森林保全活動を通
じた源流域の自然を体感。さらに、地元の方々
との交流会を通した地域課題の共有などを行い、
流域環境保全への意識を高めました。今年は初
の日帰りでしたが、ボランティア作業のほか、
不動滝トレッキングや大滝温泉入浴など、ボリ
ュームたっぷりの内容で行いました。
※活動には埼玉県秩父市森づくり課、秩父森づくりの会、
　NPO法人もりと水の源流文化塾の皆さまの
　ご協力をいただき開催しました。

荒川源流を訪れ、地域の人たちとの交流を通じ地域の自然や文化に触れる森林保全ボランティアや、
中流域の団体と連携した取り組みなど、荒川流域で連携を深めながら環境保全活動を推進しました。

■第20回流域再生シンポジウムを共催
　荒川中流域で天然アユが遡上する川づくりを進めている荒川流域ネットワークが主催し
て、3/13（日）埼玉県嵐山町で開催されました。テーマは、「入

いる

間
ま

川での遡上環境改善事業
を越

おっ

辺
ぺ

川に繋げていくために」。荒川に合流する入間川の最下流部に位置する菅間堰（魚が
遡上できない）に念願の魚道が完成し、2015年5月にアユ約3000尾を放流して遡上調査を
行った結果を踏まえ、16年度はその上流部にあたる越辺川で遡上環境改善事業を進めよう
という趣旨でした。約50名が参加した恒例の「水かけ“サ”論」も活発に議論が行われました。
特に注目されたのは、越辺川上流・都

と

幾
き

川の宮
みや

ヶ
が

谷
い

戸
と

前
まえ

堰の魚道設置計画について、市民
団体「もりんど」が企画立案し、業者を選定して工事を実施したという特別報告です。埼玉
県のふるさと創造資金を活用したこの活動は市民活動の金字塔であると称賛されました。

■第13回身近な水環境の全国一斉調査に今年も参加しました
　身近な水環境を自ら調査し、その実態を知ることなどを目的とする「第13回身近な水環境
の全国一斉調査」が6/5（日）を中心に全国5,270地点で実施されました。荒川クリーンエイ
ド・フォーラムでは、流域の皆さまの協力をいただき43地点で調査を実施。COD（化学的
酸素要求量）のほか、透視度、色やにおいなども調査しました。貴重な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。

【調査結果】

埼玉県

黒目川、新河岸川（朝霞市、新座市付近） 0〜1mg/L

緑川（戸田市、蕨市） 5〜8以上mg/L

荒川（川口市） 5〜7mg/L

東京都

荒川（板橋区、北区、足立区） 6〜8以上mg/L

新河岸川（北区、板橋区） 6〜8mg/L

荒川（葛飾区、江戸川区） 5〜7mg/L
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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

■クリーンエイド参加の呼びかけ・活動情報の発信
　2016年も参加者募集や最新情報を発信するために、様々なツ
ールを使用しました。
　ポスター&リーフレットでは初めてB2サイズのポスターも製
作し、より多くの人の目に届く工夫をしました。

荒川のゴミ問題解決に向け、現状を多くの人に知ってもらうべく、2016年も様々な場面で、広報・情報発信をおこないました。
今あるゴミを拾うことを呼び掛けると共に、ゴミの発生抑制に向けた啓発活動にも努めました。

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

日程 イベント名 主催
1/21（木） 「組織基盤強化フォーラム」（発表） パナソニック（株）
1/24（日） 「新春海ごみシンポジウム」（発表） 環境省　
1/30（土） 「ジャパンフィッシングショー」（発表） （一社）日本釣用品工業会　
2/6（土） 「川の再生交流会」（出展） 埼玉県　
2/13（土） 「海ごみに関する教育フォーラム」（講演） 足立区鹿浜第一小学校
3/12（土） 「環境教育リーダー育成講座」（講演） 沼津市　
3/29（火） 「2016学びのフェス」（出展） 毎日新聞社　
6/4（土） 「環境フェア2016」（出展） 江戸川区
8/11（祝） 「キッズ夏休みの自由研究」（出展） イオン（株）
9/10（土）〜11（日）「いい川・いい川づくりワークショップ」（発表） いい川・いい川づくり実行委員会
9/23（木）〜24（金）「ICC and NOWPAP-TEMM Workshop」（発表）NOWPAP
10/23（日） 「東京湾大感謝祭2016」（出展） 東京湾大感謝祭実行委員会
12/7（水） 「諏訪湖浄化講演会」（講演） 下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会

新春海ごみシンポジウム

2016 学びのフェス

※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。

●ポスター

沿川各駅での掲示

【秋号】vol.80
　2ｔトラック16台分のゴミを回収！

【冬号】vol.81
荒川クリーンエイド2016実施速報

（Youtube）

【団体ページ】
荒川クリーンエイド・フォーラム

【交流ページ】
荒川クリーンエイド倶楽部

●リーフレット ●ニュースレター ●ホームページ

●メールマガジン ●活動プロモーションビデオ

●Facebook

　ホームページでは各団体の会場情報を告知し参加者増に努め、
Facebookでは皆さんとの繋がりをより強めるため、グループ
ページを一新し充実させました。




