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［第３回通常総会］
平成２７年度事業報告＝ＮＰＯ法人化実質初年度の活動として総括！
平成２８年度事業計画＝各種事業の充実などを確認しました！
第３回通常総会が開催され各提案事項全会一致で確認頂く
３月８日(火)講演会に引き続き１５時１５分より、同会場にて第３回通常総会が、会員の出席
で開催されました。総会は、前島事業企画委員の司会で始まり、当会を代表し鈴木一男会長が挨
拶、議長に就任し議案が審議されました。
平成２７年度事業計画及び平成２８年度事業方針については中谷事業企画委員長より、決算並
びに予算については事務局より提案。なお、決算につきまし
ては柴橋監事より適正であるとの報告がなされ、夫々全会一
致で確認頂きました。
また、本年度は NPO 法人として初の改選があり、鈴木議
長より現役員については、原則留任いただく事とし、推薦案
を提案し確認いただきました。(２８年度役員 P 参照)
全ての議案が終了したことから、閉会のことばを加藤副会
長が述べられ、２８年度の活動がスタートしました。

［講演会］

『絶体絶命から世界一愛される会社に』と題し
地域社会に認められる企業までを講演頂く!!
3 月８日(火)14 時より、横浜商工会議所８階会議室に於いて、一般
市民の聴講者も含め１０６名出席のもと、業界を変革するユニークな女
性経営者として注目を浴びている石坂産業株式会社代表取締役石坂典
子氏(写真左)を講師に迎え『絶体絶命から世界一愛される会社に』～掃
除を通して経営改革を断行～と題して講演頂きました。
１４時定刻、司会の高見澤事業企画副委員長の司会で開会、鈴木一男会長より挨拶をうけ、
講演に入りました。講演では、9９年、地元・埼玉県所沢市周辺の農作物がダイオキシンで汚染
されているとの報道を機に、会社が批判の矢面に立っていることを知り、父親に「私が会社を変
える」と社長をやらせてほしいと談判し社長になり、地域社会に認められる企業にしようと焼却
を一切やめて、リサイクル工場にして建屋全体を覆ったところ、内部が見えないので工場内に見
学コースをつくり見学できるようにした。今は年間１万人くらいの人に見学に来ていただいてい
る。
工場内は整理整頓を徹底、社員には、全てを指示するのではなく社員が考えるように絶えず心
がけている。社員も挨拶も含め明るく声かけを
することを徹底し今ではみんな明るくなり地
域に認められる企業になるまで 5 年掛かった。
現在、地域に愛される企業を目指して、社会貢
献活動として敷地内に 5,000 ㎡の花木園(くぬ
ぎの森)を整備し地元住民とともに、イベントな
どおこなっている。
講演は終始話しかけるような柔らかな口調の
中にも、芯の強さも伺われ、日常経営を行なう
上で大変参考となる講演内容でした。
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［第１１回一斉清掃］
清掃日和の気候の中３７１名(子供 30 名)が参加し
港町を清掃、ごみが持ちきれず車で回収する場面も！
爽やかな気候となった 4 月 23 日（土）朝 8 時 30 分
より、JR 桜木町駅前広場に会員企業３６会員 371 名の
参加を得て、第 11 回一斉清掃が開催されました。
定刻の８時 45 分より開会式が行なわれ、植田事業企
画委員の司会で始まり、当会を代表して鈴木一男会長よ
り挨拶を受け、引き続き佐藤清掃企画担当より、清掃を
行なう上での留意事項が述べられ、記念撮影を行い開会
式は短時間で終了しました。
直ちに各班毎に集合しリーダーによるミーティングが行なわれ、西 6 コース、中１１コースに
関内地区のエリア清掃も含め 18 コース、夫々のコースに分かれ清掃をスタートしました。
当日は曇り空で暑くも無く清掃日和の中各コース清掃を行ないましたが、途中でごみが多く運
びきれないとの連絡もあり、車両を回して軽ワゴン車一杯になるほどのごみが回収されました。
各班リーダーの先導で各々のコース
を清掃し、西コースは横浜駅東口駅前広
場、中コースは開港広場に集合、早い班
は 11 時前に到着、各班に分かれて記念
撮影、協賛頂いた飲物とお子さんにはあ
りあけハーバーが配られました。
当日はも無く安全に清掃活動が行な
われました。ご協賛頂きました株式会社
ありあけ様、タカナシ乳業株式会社様あ
りがとうございました。

［横浜マラソンコース清掃・運営ボランティア]
組織委員会の要請を受け清掃・運営ボランティアも行なう!
横浜マラソン 2 年目を迎えた
3 月 13 日(日)9 時 30 分に JR
横浜駅東口広場に４３名(１５社)
が集合し受付を行なった後、鈴木
一男会長より挨拶を受け、引き続
き、事務局より本日の清掃日程と
注意事項が報告され２班に分かれ
て道路両側の清掃にスタートしま
した。
清掃コースは、組織委員会が設定した JR 横浜駅東口から山下公園石
のステージを終点にマラソンコース脇の歩道を中心に行ないました。
清掃コースが非常に長かったことから途中急ぐ場面もみられましたが、
沿道の応援の人々を横目に見ながらの清掃も行いました。１２時にはゴ
ミ回収場所の山下公園石のステージに到着、記念撮影を行い、鈴木会長
よりお礼の言葉を述べ解散致しました。参加者の方々からは「参加して
良かった」との声も頂きました。
また、組織委員会からの要請を受け、マラソンコースの運営ボランテ
ィアにも 18 名(9 社)に協力頂きました。美しい港町横濱をつくる会か
らの参加と言うことで、組織委員会より非常に感謝されたとのこと、参加して良かったとの声も
聞かれました。ご協力ありがとうございました。
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[中区クリーンアップ DAY201６] ・・新緑が美しい町並みを清掃・・
５４１名のうち当会より１２４名が参加し中区イベントに貢献する！
新緑が美しい 5 月 21 日（土）ＪＲ桜木町駅前広場にて「中区クリーンアップ DAY201６」
が開催されました。
開会に先立ち、準備委員は 8 時 10 分に集合し
8 時 30 分より受付を行い、8 時 45 分より植田
事業企画委員の司会で開会、鈴木一男会長より出
席いただいた方々への心からのお礼と、今日一日
安全に楽しく清掃してくださいとの挨拶がされ、
続いて事務局より、本日のスケジュールなどを報
告、中区クリーンアップ DAY2016 に合流しま
した。
開会式は、三上中区長の挨拶も含め、今回は手際
よく進められ、当会は 4 班が主に野毛方面を中心に清掃を行いました。早い班は 11 時には集合
会場の横浜公園に到着し、班毎に記
念撮影を行い、中区役所提供の飲み
物を受け取り、お礼を言いつつ流れ
解散致しました。
当日は、天候も良く、当会からは
124 名の方々に参加頂き、当会が全
体の 2３％を占めるなど、中区のイ
ベントに大いに寄与致しました。
ご参加いただきました方々、ご協
力ありがとうございました。

[見学会]
常識を破ったビジネスモデルで躍進を続ける石坂産業㈱を見学!
徹底した社員教育で全員が笑顔で挨拶、敷地内はごみひとつ無く清潔
９月１４日(水)２８名が参加し埼玉県所沢市にある石坂産業
㈱を見学しました。
定刻の１０時前には目的地に到着、最初の見学場所、ギャラ
リーに案内され会社概要や三富今昔村の歴史、廃材処理後の製
品などの説明を受けました。
ギャラリーを一通り見学し、工場へ。見学路は全て遮蔽され
ており、見学コースもピカピカの床で窓ガラス越しに作業場を
みる仕組みに.なっており、さすがに廃棄物を種仕分けする作業
場は粉塵が酷い状態でしたが、天井からはスプリンクラーによ
る霧状の吸着剤を含んだミストが降り、パワーショベル等の大型機械も一部電動式にするなど環
境改善の努力が見られました。
約 1 時間の見学を終えて、落葉樹のくぬぎの森に
入り、森が作られた歴史や隣接する建物などの説明
を受けながら見学をしました。
12 時過ぎたところで見学を終了、本社に案内さ
れ、石坂ファームで育てた野菜中心の特製三富弁
当を食べて休憩、事業説明を受け、鈴木会長よりお
礼を述べ工場を後にしました。途中、石坂ファーム
で取れた野菜などを販売する「寄り道の駅」に案内
され、皆さんお土産を買われて、予定の 16 時４５
分に横浜駅西口に到着し解散しました。
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[第 12 回一斉清掃]
清掃日和の中 26 コース(西区９、中区 17)に 48 団体 572 人が参加し港町
を清掃しました!
10 月 22 日(土)8 時 45 分より、当会会員他、48
企業・団体など 572 名が参加し、第 12 回一斉清掃
が行われました。
定刻の 8 時 45 分に開会式が行なわれ、司会の植田
雅夫事業企画委員より開会が告げられ、鈴木一男会長
の挨拶を受け、佐藤元英清掃企画担当より、清掃の心
構えと留意事項があり、予定の 9 時前には終了し、各
班毎リーダーによるミーティングが行われ、参加者は手袋をはめてトングとゴミ収拾袋を持ち各
コース毎に別れ出発されました。
今回は、初の試みとしてイセザキモールの清掃も実施しました。天候も曇り空とあって暑さも
感じず、西コースは JR 横浜駅東口前広場、中コースは関内大通公園石の広場に、各自拾い集め
たゴミ袋をもって集合され、各班毎に記念撮影を行った後、ゴミを分別し㈱タカナシ乳業提供の
飲物と、お子さんには㈱ありあけより協賛頂いたありあけ
のハーバーが渡され、ご苦労様と笑顔で言い合いながら解
散しました。
今回は、過去最高の 48 会員企業・団体などが参加した
こと、鈴木会長がジェイコムイースト横浜テレビ局のイン
タビューを受けられ、ケーブルテレビで放映され、神奈川
新聞新、タウンニュースにも掲載されるなど、新たな動き
も見られた一斉清掃でした。

［第１１回一斉清掃に参加して］
私たちが掃除をすることで少しでも綺麗な横濱に近づけたら!!
桜木町駅から線路沿いに横浜駅まで、多くの人が使う場所で死角になりやすい場所などはゴミ
が多く落ちている様にも感じました。
普段から頻繁に使う桜木町駅ですが、桜木町駅はどちらかと言えば綺麗でゴミの少ない印象が
ありました。こうして清掃に参加する事で、いつもは気が付かないところにも気が付くことがで
きました。予想よりもゴミが多く、私たちが掃除をすることで少しでも綺麗な横濱に近づけたら
と思います。ゴミをポイ捨てしてしまう人は残念ながら、少なからず居てしまうのが現状です。
ですが、こうした活動を通じて少しでもポイ捨て
する人が減り、綺麗な街になればいいなと思います。
≪ゴミを拾う人はゴミを捨てない≫という言葉
もある様に、ゴミを拾う人が一人でも増えれば、
ゴミを捨てる人も一人減るはずです。
一人一人が意識することで、今よりももっと綺
麗な横濱になるので、もっと多くの方にゴミ拾い
に参加して頂きたいですね。
YSK ホールディングス株式会社 森 優 子
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［第１２回一斉清掃に参加して］

ルールを守って横濱を美しくしていきたい！
桜木町駅からみなとみらい・赤レンガ倉庫を経由して関内ま
でと以前にも参加したことのあるコースの清掃活動を行いまし
たが、今回も沢山のゴミを収集して充実した清掃活動となりま
した。
以前も感じたことですが、桜木町の駅前など人が比較的多い
場所にはゴミもあまり落ちていなくて綺麗に保たれていますが、ビルの陰の植え込みの中には
かなりのゴミ（特に空き缶や飲み物のブリックパック、飴や食
べ物の包材など）が隠れていたり、交差点の付近には煙草の吸
殻が多数捨てられており、高速道路脇の植え込みには、傘や普
通ゴミに混ざって、なんと家庭用のプリンターといった粗大ゴミも不法に投棄されていました。
横浜市内で粗大ゴミを出す為には、粗大ゴミ受付センターに電話かインターネットで申込みを
行い、市内の指定金融機関、郵便局、コンビニで収集シールを購入し、粗大ゴミの見やすい場所
に収集シールを添付し、収集日当日の朝 8 時までに申込みをした時に確認した場所に出さなけれ
ばならないなど、大変手間のかかる作業を経てやっとゴミを収集してもらえることになります。
従って、つい人目に付かない所に投棄してしまおうと思う気持ちは判らないでもありませんが、
きちんとルールを守って生活していかなければいけないと思います。ゴミを捨てるのではなく、
リユースやリサイクルすることでリデュース（発生抑制）の取組みを進めることで美しい横濱を
実現していきたいです。
株式会社スリーエフ総務課 伊藤 学

平成２８年度各種会議を開催しました!
[三役会] 第 10 回～14 回 当会事業の推進に当たっての考え方、理事会提案事項を中心に論
議頂きました。(写真左)
[理事会] 第 8 回～12 回 総会に継ぐ決議機関として、定款に定められた事項や各種事業につ
いて、論議決定頂きました。(写真右)
[組織委員会] 第 1 回 今期発足し組織の強化に向け論議・検討頂きました。
[広報委員会] 第 1 回 今期発足し広報活動の充実に向け論議・検討頂きました。
[事業企画委員会] 第 8 回～第 13 回 一斉清掃の具体的検討等各種事業の実施に向け検討・実
践しました。
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［会員企業紹介］
［株式会社ありあけ］
清掃活動を通じて地域に愛される企業を目指します!
事業紹介 横浜で生まれ、60 年以上ご愛顧いただいているお菓子「ありあけハーバー」を製造・
販売しています。横浜市を中心として１５店舗の直営店を運営、200 店舗以上の駅売店、百貨店、
量販店、専門店でお取り扱いいただき、地元の横浜の皆様に喜んでいただける商品やコトをお届
けしております。また、東京駅、品川駅、スカイツリーなどに直営店を展開する「旬風 一期一
会」。ケーキとベーカリーの専門店「ラトーナ」ブランドを中心に事業展開しております。
清掃活動状況 毎朝、新横浜本社周辺の環境整備を行っており、また「ありあけ本館」のある関
内周辺、「ママン・ラトーナつくし野本店」が所在する町田市南つくし野周辺においても定期的
に活動を実施しております。
清掃活動と企業活動について、弊社は「英智と最善のサービスを通して、快適な食生活を創造
し、人々の心の満足と感動を与え、地域に愛される企業を目指します」の経営理念のもと環境整
備を行っております。社員ひとり一人が自発的に取り組むことにより、様々な気づきを学びなが
ら、環境整備を通じて横浜を綺麗な街にすることと人材育成を含めて活動しております。また、
この活動を通じて地域への貢献を行ってまいります。
社長からの一言 弊社の理念でもある、毎朝の「環境整
備」を通して、「掃除に学ぶ」精神を育んでいきます。
その中で「美しい港町横濱をつくる会」に参画するこ
とで従業員の方たちも社会貢献の大切さを学ぶことと、
横浜を素晴らしい街にしたいという気持ちが重なり、私
たちの仕事は「人の役に立つ」ということを目標に日々
挑戦してまいります。そして人として成長することで一
番大切な「感謝する心」を忘れず、基本を大切に「凡事
徹底」で日々精進してまいります。
会社情報 横浜市港北区新横浜２−３−８ＫＤＸ新横浜ビル２Ｆ TEL 045-470-2177

［富士シティオ株式会社］
創業からの理念・基本事項として清掃と接客を大事にしています！
事業紹介 神奈川県に 44 店舗、東京都に 7 店舗、Fuji およびデリドという店名でスーパーマー
ケットを営んでいます。地域のお客様の「より豊かな暮らしと幸福のために」を目標に営業活動
を行っています。
清掃活動状況 店舗は毎日の開店前に、本社では週 1 回従業員の交代制で入居ビル近郊の清掃を
実施しています。
清掃活動と企業活動について 仕事の効率アップ、清潔で入りやすい店・好感を持てる店を目指し
て全店的に５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）を心がけています。この実行目標をもって
から、その改善効果により従業員のモチベーションが上がり、「きれいな職場を維持しよう」と
いう気持ちが芽生え、従業員の意識が変わりました。
社長からの一言 清掃、清潔は商売の原点です。
お店も、什器も、備品も磨き上げて大事に使う。
その気持ちや心構えが地域やお客様を大事にする姿
勢につながっていくと考えています。これからも従
業員へはこの創業から続いている理念を伝え続けて
いきたいと考えています。
会社情報 本社住所：横浜市中区日本大通 17 番地
電
話 ：045-641-1111
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特定非営利活動法人美しい港町横濱をつくる会
〒231-8631

横浜市中区宮川町 3-89 株式会社ダイイチ内 401 号
ＴＥＬ 045-341-3144 FAX / 045-341-3145
ＵＲＬ http://www.umytk.com/
ＭＩａｉｌ uminatoytk@chorus.ocn.ne.jp
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