[第２０回一斉清掃結果]

２６会員企業３５６名が当該企業の社屋付近や近隣道路、公
園などを清掃致しました!
皆さん久しぶりに活動を行ってよかったとの感想が殆どでした!
コロナ禍の現況下、横浜市内の街並みのごみも増えつつあることから、従来会員が一同に会して
実施しております一斉清掃を、感染対策を考慮しつつ「第２０回一斉清掃」として、10 月 9 日(金)
～10 日(土)を中心に各会員企業ごとに、社屋付近、近隣道路などの清掃を行う事と致しました。
当日は、45 会員企業 555 名を予定しておりましたが、台風の影響から雨天となったこともあ
り、実施日を順延して開催するなど、１０月３日(土)～11 月 13 日(金)の間に、26 会員企業 356
名が当該企業の社屋付近や近隣道路、公園などを清掃致しました。
コロナ禍での清掃活動の一つの方法としての試みでもありましたが、With コロナの環境下にあ
って新たな清掃方法として開催し、清掃を実施された各企業に報告を頂きましたが、清掃された
方々、久しぶりに活動を行ってよかったとの感想が殆どでした。

「実施企業一覧」
実 施 日
実施企業
参加人数

令和 2 年 10 月 3 日(土)～11 月 14 日(金)
26 会員(45 会員)
356 名 (555 名)
※( )内は当初予定会員及び参加人数

[㈱神奈川新聞社]
１.企業(団体)名 神奈川新聞社
２.報告者名
渋谷文彦
３.清掃実施日時 １０月８日(木) 11 時～12 時
４.清掃参加人数 １名
５.清掃場所
横浜市中区太田町本社周辺
[コメント]
10 月 8 日(木) 11 時～12 時まで、社長室・渋谷文彦が、本社
周辺の道路を中心に、清掃活動を行いました。
周辺には酒類提供などを行う飲食店が多いためか、路上にゴミが
散乱していることがままあります。8 日は、目に余るような散乱状
況ではありませんでしたが、植栽などに多数のゴミがあり、回収を
進めました。
[㈱横浜岡田屋]
１.企業(団体)名 株式会社横浜岡田屋
２.報告者名
広報渉外 谷口茂哉
３.清掃実施日時 10 月 9 日(金) 10 時～11 時
４.清掃参加人数 4 名
５.清掃場所
横浜駅西口 横浜モアーズ周辺～鶴屋町横浜岡田屋商事部事務所周辺
[コメント]
10 月 9 日（金）10 時から 11 時まで、弊社店舗（横浜モアーズ）周辺及び商事部事務所（鶴
屋町）周辺の道路を中心に清掃を実施致しました。2 名で実施の予定でしたが、当日さらに 2 名の
参加があり、合計 4 名にて実施しました。
店舗周辺は、美しい港町横濱をつくる会の日常活動として、当社で定期的に清掃を実施しておりま
すが、今回は範囲を広げ、弊社商事部事務所がございます鶴屋町周辺まで清掃を実施致しました。
台風の接近に伴い、あいにくの雨模様でしたが、まだそれほど強い風雨ではありませんでしたの
で、問題なく安全に実施することが出来ました。 拾い集めたゴミは、吸い殻、空き缶、ペットボ
トル等が中心でした。当社にて処分致しました。
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[新興電設工業㈱]
１.企業(団体)名 新興電設工業㈱
２.報告者名
川井田
３.清掃実施日時 10 月 9 日(土) 9 時～10 時
４.清掃参加人数 13 名
５.清掃場所
横浜市西区戸部町 2 丁目周辺
[コメント]
10 月 9 日(金)9 時～10 時まで、池松社長以下 12 名にて、本社付近の道路を中心に清掃しま
した。当日は、あいにくの雨でしたが、当社の健康診断の日でもあり、いつも現場に行っている社
員も本社に居たため、予想以上の多くの社員で清掃を行えました。
当社 CSR 活動で日ごろから清掃しているからか、大きなゴミは回収できませんでしたが歩きタ
バコの吸い殻を中心に回収できました。

[(公財)横浜 YMCA]
１.企業(団体)名 公益財団法人横浜 YMCA
２.報告者名
佐竹博
３.清掃実施日時 10 月 11 日(日) 13 時～13 時 30 分
４.清掃参加人数 18 名
５.清掃場所
YMCA 会館（中区常盤町）のある常盤町１丁目ブロック
[コメント]
10 月 9 日(金) ９時３０分～１０時までの予定でしたが、台風接近に伴い、日時を１０月１１日
（日）１３時から１３時３０分に変更し、総主事佐竹含み職員１８名にて、YMCA 会館のある中
区常盤町１丁目のブロックを清掃しました。
当日は、台風による風雨の後のため、落ち葉が多い中、排水溝の周辺にはたばこの吸い殻が目立
ちました。また、道路沿いの植え込み、周辺ビルの植栽などの根元に吸い殻はじめごみが目立ち、
植木の枝の間にトングを差し込んでごみを回収するのは手間がかかりました。
風で自然に飛んだとは思えず、また、ごみが植木の根元に隠れて見えづらいため、意図的にごみ
を捨てやすくなっているのではないかと感じました。
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[学校法人岩谷学園]
１.企業(団体)名 学校法人岩谷学園
２.報告者名
白石 浩至
３.清掃実施日時 10 月 11 日(日) 10 時～11 時
４.清掃参加人数 １名
５.清掃場所
横浜市西区平沼 1 丁目３８番地１９号を中心に周辺地域
[コメント]
１０月１１日（日）１０時～１１時まで、１名にて、学校
周辺の道路を中心に、ゴミを拾いました。
・台風１４号の影響で１０日から１１日に変更しました。
・台風の影響でゴミが散乱しているかと想定しておりました
が、想定したほどのごみはありませんでした。
・風で散った街路樹等の葉っぱが多かったです。
[㈱アルテック]
１.企業(団体)名 株式会社アルテック
２.報告者名
濱田 隼
３.清掃実施日時 10 月 12 日(月)8 時 ～8 時 20 分
４.清掃参加人数 17 名
５.清掃場所
社屋周辺
[コメント]
10 月 12 日(月) 午前 8 時から約 20 分間、加藤会長号令の下、男女含む 17 名で清掃活動が
行われました。普段から週 2 回の清掃活動を実施しておりますので、今回はより広範囲で清掃活動
を実施することができました。
全員が同じユニフォームを着用して活動したことで一体感が生まれ、清掃終わりの参加者は達成
感に満ちた表情をしておりました。この機会をきっかけに、次の清掃活動にも多くの社員が参加し
て下さることを期待しております。
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[三沢電機株㈱]
１.企業(団体)名 三沢電機株式会社
２.報告者名
石川 順
３.清掃実施日時 10 月 12 日(月) 8 時 ～ 9 時
４.清掃参加人数 30 名
５.清掃場所
横浜市西区戸部町及び花咲町（会社）周辺
[コメント]
１０月１２日（月）概ね８時から９時まで、業務に支障のない社員（約３０名）による会社周辺
の近隣清掃活動を行いました。これは月例（原則、毎月第２月曜に実施）近隣清掃の中での活動で
す。今回は各人への対応が難しいので、総務部他の者への協力（ユニホーム着用）で実施しました。
弊社は社屋が２か所に分かれており、住宅地周辺及び幹線道路周辺と各人任意の場所を廻り活
動しております。
住宅地の路地においては比較的きれいであり、場合によっては近隣住民の方が毎日行っている朝
の掃除の時間と合い、挨拶を交わしながらの清掃となります。しかし、幹線道路或いは交差点では、
行きかう人が多くなり、それに伴いゴミの量も急激に多くなります。
ゴミを拾うという清掃活動の重要性を多くの人が認識し、ゴミを捨てない・ゴミが散らかさない
ように人々が関心を持つことが大切な事と思います。
尚、コンビニ袋の有料化により、清掃活動の為にビニール袋を購入しなければならなくなるとい
った現象に対し、ビニール袋が悪者なのか、捨てることが悪いはずなのに、処分の仕方に問題があ
るはずなのにという、釈然としない思いがするのは私だけでしょうか、変な感じです。

[㈱加藤組鉄工所]
１.企業(団体)名 株式会社加藤組鉄鋼所
２.報告者名
加藤卓郎
３.清掃実施日時 10 月 12 日(月) 8:時 40 分～9 時 50 分
４.清掃参加人数 5 名
５.清掃場所
横浜西口加藤ビル周辺、近隣公園
[コメント]
12 月 12 日(月)9 時～9 時 50 分ころまで、ビル管理チーム 5 人で加藤ビル周辺と隣地公園を
中心に清掃を実施しました。特に、公園のゴミが多く散乱(タバコの吸い殻、瓶、缶など)している
状況であった。
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[㈱高尚]

１.企業(団体)名 株式会社高尚
２.報告者名
高見澤 尚弘
３.清掃実施日時 10 月 12 日(月) 9 時～9 時 30 分
４.清掃参加人数 2 名
５.清掃場所
会社周辺
[コメント]
天候の関係で当初 10/9 の清掃を予定していましたが、
週明けの月曜日へ変更し実施しました。
当日は想像していた以上にゴミが少なく、スムーズに
清掃を行う事が出来ました。
青いユニフォームを着ての清掃という事で、通り掛か
りの人等、周囲より注目されながらの清掃となり、会の PR にも繋がったと思います。
[㈱ダイイチ]
１.企業(団体)名 株式会社ダイイチ
２.報告者名
鈴木真一
３.清掃実施日時 10 月 13 日(火) ①9：00～9：20 ②10：30～10：50
４.清掃参加人数 52 名
５.清掃場所
横浜市中区宮川町エリア
[コメント]
より多くの従業員が参加できるよう、時間帯を２回に分けて実施しました。
本社所在地である中区宮川町の 1～3 丁目エリアを７コースに分けて、鈴木会長以下 52 名で丁寧
に清掃しました。汗ばむくらいの陽気のなか、みんなで楽しく清掃できました。

[㈱横浜セイビ]
１.企業(団体)名
２.報告者名
３.清掃実施日時
４.清掃参加人数
5.清掃場所
[コメント]

株式会社横浜セイビ
川口 大治
10 月 13 日(火)8 時 45 分～9 時 30 分
9名
本社社屋周辺ならびに国道１号線など

日程を変更し、皆で朝礼後に２班４名ずつ、計８名で
分かれて対応。ごみの分別などを行いながら安全に気を
付けて行いました。
[㈱髙島屋横浜店]
１.企業(団体)名 株式会社髙島屋横浜店
２.報告者名
坂浦 芳隆
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３.清掃実施日時 10 月 13 日(火) 10 時 15 分～11 時 00 分
４.清掃参加人数 9 名
５.清掃場所
横浜髙島屋周辺
[コメント]
10 月 13 日（火）10 時 15 分～11 時 00 分
まで、坂浦副店長以下社員 9 名にて、店舗周辺の
道路を中心に清掃を行いました。
弊社はこれまで、毎日 15 時に自主的な清掃活
動を行ってきましたが、新型コロナウィルス感染
拡大に伴い、3 月以降は活動を自粛していました。
そのせいもあり、当日は参加メンバー一人ひとり
の気合も十分で、限られた時間でありながらも、
予想以上の成果を上げることができました。
[㈱たしろ薬品]
１.企業(団体)名 株式会社たしろ薬品
２.報告者名
田代貴大
３.清掃実施日時 10 月 14 日(水) 9 時 30 分～10 時 00 分
４.清掃参加人数 20 名
５.清掃場所
神奈川区鶴屋町(本社ビル)周辺
[コメント]
10 月 14 日(水)9 時 30 分～10 時 00 分、弊社スタッフ 20 名で、本社ビル周辺の公道を
清掃致しました。 ※本来は 9 日(金)に実施予定
でしたが、雨天により延期しました。
初めての実施でしたが、本社・店舗スタッフと
も積極的な姿勢で見込みを大きく上回る参加とな
り、広範囲に分散した活動がました。
回収物としては、飲料ボトルやたばこの吸い殻
が圧倒的に多い印象です。
一方で、昨今の状況からか使い捨てマスクもいく
つか落ちていたと報告がありました。
終了後も参加者からは前向きなコメントが多く、
このような活動を継続して実施ができるよう、社
会貢献に対して皆で考えたいと思います。
[㈱キクシマ]
１.企業(団体)名 株式会社キクシマ
２.報告者名
七 原
梓
３.清掃実施日時 10 月 16 日(金) 9 時～10 時
４.清掃参加人数 8 名
５.清掃場所
株式会社キクシマ関内オフィス周辺（北仲通）
[コメント]
10 月 16 日（金）
、9：00～10：00 まで、
キクシマ関内オフィスメンバー 8 名にて会社
事務所付近の歩道をメインに清掃を行いました。
当日はまたも雨が降るかもしれないという予
報が出ておりましたが、無事開催ができました。
ステイホームが多く、街の様子を見ることも
減ってしまいましたが、常に美しい街づくりを
心掛けたいですね！
[㈱テレビ神奈川・㈱リスト]
１.企業(団体)名 株式会社テレビ神奈川、リスト株式会社
２.報告者名
東
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３.清掃実施日時 10 月 19 日(月) 16：00～16：30
４.清掃参加人数 各 1 名 計 2 名
５.清掃場所
テレビ神奈川及びリスト
周辺の清掃
[コメント]
今回は天候の関係で会員企業との合同開催がで
きませんでしたが、リスト小澤様と会社周辺の清
掃活動を二人で実施しました。次回周辺の企業と
合同開催に向けて連携を図りたいと思います。
[㈱ツクイホールディングス]
１.企業(団体)名
株式会社ツクイホールディングス
２.報告者名
宮原 菜々子
３.清掃実施日時
10 月 20 日(木) 8:45～9：15
４.清掃参加人数
7名
５.清掃場所
オフィス周辺
[コメント]
オフィス周辺で清掃活動を実施しました。弊社は毎月第三金曜日にクリーン活動(地域清清掃)
を実施しておりますが、新型コロ
ナウィルスの影響により今年度に
入ってから実施を見合わせており
ました。
今回の一斉清掃活動は、心地
よい秋晴れの中、近隣住民の方
と挨拶を交わしながらコミュニ
ケーションも楽しむことが出来
ました。引き続き、地域貢献の
一環として活動を継続してまい
ります。
[清水建設㈱横浜支店]
１.企業(団体)名 清水建設株式会社横浜支店
２.報告者名
管理部 水野伸吾
３.清掃実施日時 10 月 21 日(水) 8 時 00 分～8 時 20 分
４.清掃参加人数 50 名
５.清掃場所
支店社屋（中区吉田町 65 番地）周辺および大岡川周辺
[コメント]
10 月 21 日(水)8 時 00 分～8 時 20 分まで，支店長以下 50 名の社員が参加し，支店社屋周
辺及び大岡川周辺の清掃活動を行いました。
当日は秋晴れの空の下，美しい港町横濱をつくる会の水色のビブスと今回の活動に向けて作成し
た当社のシンボルカラーである青のロゴ入りキャップを参加者に配付して一斉清掃活動を行うこ
とにより，地域貢献意識の向上と一体感の醸成を図ることができました。今後も積極的な活動を促
進するための企画を検討していきます。
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[㈱ありあけ]
１.企業(団体)名 株式会社ありあけ
２.報告者名
青戸あずさ
３.清掃実施日時 10 月 23 日(金) 8 時 10 分～8 時 50 分
４.清掃参加人数 21 名
５.清掃場所
山下町本社周辺・関内オフィス周辺
[コメント]
10 月 23 日㈮午前 8 時 10 分～8 時 50 分まで、藤木会長以下 20 名にて、山下町本社付近
の道路・山下公園・関内オフィスを中心に、社員の方々に積極的に協力いただき清掃を行いました。
社屋周辺道路と山下公園は、意外にも汚れておらずきれいであったので、小さなゴミにも気がつけ
たとの感想が聞かれ、充実した時間であった様子でした。
社員たちは毎朝の清掃で慣れている地域ではあるものの、今回はより広範囲を回りました。次回
もこの形での実施の場合には、通常の会の一斉清掃と同様に事前に汚れているエリアのリサーチを
行い、人数を割り振りリーダーを決め、この一斉清掃の意義を再認識できるように企画する所存で
す。
最後になりましたが、コロナ禍において備品の準備等様々なご配慮を頂いた事務局の方々に感謝
申し上げます。ありがとうございました。

[㈱横濱屋]
１.企業(団体)名 株式会社横濱屋
２.報告者名
山本宗男
３.清掃実施日時 １０月２４日(土) ９時半～１０時半
４.清掃参加人数 ５名
５.清掃場所
南区宮元町４丁目～通町１丁目 鎌倉街道沿い
[コメント]
10 月 24 日(土)9 時半～10 時半まで、山本宗男以下 5 名にて、本社周辺の道路を中心に
生鮮バイヤーや業務課社員の協力を仰いで清掃
活動を行いました。
二度の順延にもかかわらずメンバーのモチベ
ーションは高く、短時間でしたが集中して広範
囲の清掃ができました。
回数は多くなかったものの活動中に近所の方
から声を掛けられることも多く、やはり嬉しか
ったので、逆の立場になっても声を掛ける勇気
を持とうと思いました。
またタバコの吸殻のゴミが多く、タバコを販売
する弊社としても何か策を練らなくてはと痛感
しました。
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[(株)柴橋商会]
１.企業(団体)名 株式会社柴橋商会
２.報告者名 柴橋 信恵
３.清掃実施日時 11 月 7 日(土 ) 14 時～15 時
４.清掃参加人数
2 名
５.清掃場所
横浜市神奈川区鶴屋町 本社周辺
[コメント]
10 月 9 日(土) 14 時～15 時まで、2 名で、横浜
駅西口にある本社付近を中心に、清掃を行いました。
当日は、少し弱い雨が降り、狭い範囲の清掃となり
ましたが、普段掃除の行き届かないところを中心に活
動しました。今後とも定期的に活動したいと考えてお
ります。
[神奈川トヨタ㈱]
１.企業(団体)名
２.報告者名
３.清掃実施日時
４.清掃参加人数
５.清掃場所
[㈱TPNPEY]
１.企業(団体)名
２.報告者名
３.清掃実施日時
４.清掃参加人数
５.清掃場所

神奈川トヨタ株式会社
10 月 16 日(金) 時～時
3名
本社社屋周辺

株式会社 TONPEY
10 月 18 日(日)
10 名
社屋中心

[㈱そごう・西武 そごう横浜店]
１.企業(団体)名 株式会社そごう・西武 そごう横浜店
２.報告者名
江口
３.清掃実施日時 １１月１３日( 金 ) 11 時 15 分～12 時 00 分
４.清掃参加人数 23 名
５.清掃場所
そごう横浜店周辺歩道等
[コメント]
11 月 13 日(金) 11 時 15 分～12 時 00 分まで、
篁店長以下 23 名にて、店舗付近の道路を中心に、社員
の方々に積極的に協力頂き清掃を行いました。
当日は、たばこの吸殻や空缶、ペットボトルなどを中
心としたゴミを回収しました。参加したメンバーの清掃
意識の向上につながったようで、
「こんなにゴミが落ち
ているとは思わなかった」
、
「また次回も参加したい」な
どの声をいただきました。
[㈱YSK ホールディングス]
１.企業(団体)名 株式会社 YSK ホールディングス
２.報告者名
森 優子
３.清掃実施日時 11 月 14 日(土)
４.清掃参加人数 21 名
５.清掃場所
西区平沼 1 丁目～横浜駅東口駅までの側溝や植え込み内
[コメント]
弊社は 10 月の一斉清掃日は台風の為、延期とし 11 月 14 日に開催しました。今回の清掃の目
標を「徹底的に清掃をする」を目標に掲げ、道路沿いの側溝の清掃から植え込みの中や掃き掃除な
どを徹底的に行いました。
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側溝の中はタバコの吸い殻が多く捨てられておりました。見える所だけではなく見えない所も清
掃する必要があるなと再認識させられました。今後も定期的に清掃活動をしていきます。

[㈱三菱地所横浜支店]
１.企業(団体)名 株式会社三菱地所横浜支店
２.報告者名
村上
３.清掃実施日時 12 月１日(火曜日 ) 10 時～11 時
４.清掃参加人数 ５名
５.清掃場所
ランドマークタワー周辺
[コメント]
予定より遅くなりましたが、１２月１日に竹田支店長を筆頭に清掃活動を致しました。
植栽部分にゴミが散見され、タバコの吸い殻は車道側に多くみられました。また、瓶や缶も多かっ
た印象です。
来年は、コロナが落ち着き、例年通り皆様と一緒に清掃活動が出来ると良いと思います。

[JR 東日本㈱関内駅](非会員)
１.企業(団体)名 JR 東日本㈱関内駅
２.報告者名
３.清掃実施日時 10 月 3 日(土)
４.清掃参加人数 20 名
５.清掃場所
関内駅周辺
開催予定日が台風接近などから、ご苦労されながら日程を変更して実施される
など、本当にありがとうございました。
ご都合で実施頂けなかった会員の方々におかれましても、次回の開催には是非、
ご参加頂けますれば幸いです。
ありがとうございました!
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