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ＮＰＯ法人美しい港町横濱をつくる会 
           （ＮＰＯ法人ＵＭＹ）     

令和２年３月１日 
 

会    報 
「令和元年度(平成３１年)事業ダイジェスト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［第 6 回通常総会］ 
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第６回通常総会が開催され、各議案いずれも 

賛成多数で可決・承認頂きました! 
 春の兆しも感じる３月 12 日(火)14 時より、横浜市開港記念会館 1 号会議室において、41 会

員 45 名の出席で「第 6 回通常総会」が開催されました。 

 定刻の 14 時、森 優子事業企画委員の司会で始まり、当会定款に沿い本総会が成立しているこ

とを宣言。会長挨拶に移り、鈴木一男当会会長より挨拶うけ、続いて、議長の選出について議場

に諮り、鈴木一男会長があたることで確認頂き議事に入りました。 

 

 

 

 

 

 
 

中谷事業企画委員長 高見澤組織委員長 菊嶋広報委員長   奥津会計理事     鈴木会長 

[平成３０年度事業報告･決算報告] 

1 号議案「平成 30 年度事業報告」Ⅰ.各種会議結果について、各委員長がそれぞれ報告を行い、

引き続き、Ⅱ.各種事業結果の報告については中谷事業企画委員長より、広報活動の充実につい

ては菊嶋広報委員長より報告され、以上の報告に対して、拍手による採決が行なわれ賛

成多数で承認されました。 

第 2 号議案「平成 30 年度決算報告並びに監査結果」に移り、奥津賢会計理事より各

費目について説明、引き続き柴橋監事より監査結果が報告され、賛成多数にて承認され

ました。 
[平成 31 年度事業計画･予算] 

第 3 号議案「平成 31 年度事業計画」へと進み、1．各種事業について、中谷事業企画委員長

より、Ⅱの組織活動は高見澤組織委員長、Ⅲの広報活動は菊嶋広報委員長より、具体的活動につ

いて提案され、賛成多数により可決されました。 

第 4 号議案「平成 31 年度予算」について、奥津会計理事より、予算策定の考え方を述べ、各

費目について提案が行なわれ全会一致可決されました。 

[役員改選] 

 今年は、役員任期の途中ですが理事の変更及び監事の増員が提案され、新理事には遠藤 進一氏

(㈱そごう・西武)、横山 明氏(神奈川日産自動車㈱)、竹田 徹氏(三菱地所㈱横浜支店)、監事に池

松忠彦氏(新興電設工業㈱)が各々選任されました。 

一切の議事が終了したことから、加藤和之副会長より閉会の言葉が述べられ第 6 回通常総会は幕

を閉じました。 
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［平成 31 年度講演会］ 

NPO法人日本を美しくする会 間仲昶充氏をゲストに  

｢掃除の効用」～会社も社員も輝く掃除～と題して講演頂きました!  
横浜市開港記念会館にて６８名の出席で開催しました  

  第 6 回通常総会が開催された 3 月 12 日(火)15 時より、横浜市開港記 

念会館 1 号室において、当会会員及び市内の事業者の方々にも参加頂き 68 

名の出席で開催致しました。  

講師に認定 NPO 法人日本を美しくする会 関東ブロック長、間仲昶充氏を 

お迎えして「掃除の効用」～会社も社員も輝く掃除～と題して講演頂きました。 

間仲氏より、当会の講演にお招き頂いたことにお礼が述べられ、日本掃除の 

会の活動状況として、オリンピックに向けて羽田空港への道路を定期的に清掃 

していることなどが紹介され、その後｢日本を美しくする会」の活動ビデオが放 

映され、掃除の効用について、

新宿歌舞伎町を５年間清掃活動

をした結果、事件発生率が６割

に減少したこと、荒れた中学校

で集中的に掃除を行い、その中

学校が蘇ったこと、トイレを掃

除することによる 5 つの効用に

ついてなど、１時間に亘り貴重

なお話をして頂き、藤木副会長

より、講師にお礼を述べられ、

掃除を行ううえで非常に参考と

なった講演会でした。 
 

[第１７回一斉清掃] 

青空いっぱいの港町横浜を笑顔・笑顔でゴミ拾いに励みました!! 
第 17回一斉清掃が 383 名の参加で開催されました 

 好天に恵まれた 4 月 13 日(土)、JR 桜木町駅前広場において、383 名(内、子供 32 名)の参

加を頂き「第 17 回一斉清掃」が開催され、西 9 コース、中 9 コース、計 18 コースに分かれて

港町横浜を清掃しました。 

 当日 8 時には、会場準備のため事業企画委員を中心に集合し、受付を設置して間もなく参加者

が集まり始め、開会式が開催される 8 時 45 分には広場は参加者でいっぱいになりました。 

 定刻の８時４５分、森優子事業企画委員の司会で始まり、会を代表して鈴木一男会長より手短

に挨拶されました。引き続き、森優子事業企画委員より、清掃を行う上での留意点を説明、全員

での記念撮影を行い、各班毎に分かれて、リーダーを囲んでミーティングが行われ9時過ぎには、

みなさん手袋をはめトングとごみ袋を持ち出発し清掃が行われました。 

 今回も、伊勢佐木町 1.2 丁目商店街振興組合、関内まちづくり振興組合、馬車道商店街協同組

合、海街自治運営会 神奈川大学ボランティア支援室、関内まちづくり振興組合、馬車道商店街

協同組合、海街自治運営会の方々にも参加頂きました。 
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猛暑の中、みなとみらい地区を清掃しました! 
「西区ごみゼロの日・横浜をきれいに!キャンペーン」に参加しました 

今年は『ラグビーワールドカップ 2019 日本大会』が開催されることから、『きれいな街でお

もてなしをする』ことを目的に『西区ごみゼロの日・横浜駅をきれいに！キャンペーン』を５月

２５日(土)、みなとみらい本町小学校他 2 か所において、①清掃活動、②歩きたばこ防止啓発活

動、③自転車等放置防止啓発活動、④落書き防止啓発活動が行われました。 

当日は、北海道帯広市が気温 39.5℃を記録するなど、記録的な猛暑日のなか、当会は、みな

とみらい地区を担当し、71 名が３班に分かれて清掃活動を行いました。猛暑日のなか、ご参加

頂きました会員の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中区クリーンアップ DAY2019」新たなコースを 

１９５名が参加し港町を清掃しました! 
 連日猛暑日が続いていましたが当日は曇り空、清掃日和の 6 月 1 日(土)午前 9 時より、関内大 

通り石の広場において「中区クリーンアッ DAY2019」が 520 名の参加で開催されました。 

今回より当会としての開会式は行わず、受付、トングなど清掃用具の配布後は、各班ごとに集

合して、直接中区に合流する方法を取りました。 

 今回は、集合も解散も関内大通り石の広場になり、新たに設定されたコースで清掃を行いまし

たが、当会からは 195 名が参加して 6 コースを担当致しました。各班清掃を行い会場に集合さ

れましたが、遅い班は 11 時を回るなど、従来より、中区の中心部を隈なく清掃できるようコー

ス設定されたことから、戻られた方からは「タフなコースでした」との声も聞かれました。 
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本社がある横浜市の地域を清掃し商店街では、街の方から 

「ありがとうとう、頑張ってください！」という声援を頂きました! 

[㈱ファンケル] 
横浜市内で事業を行っている企業や団体で 

構成する「NPO 法人 美しい港横濱をつくる 

会」に、ファンケルも賛同し、定期的に地域 

の清掃活動を行っています。 

6 月 1 日は、「中区クリーンアップＤＡＹ！ 

2019」と題して、10 団体 195 人が集い、横 

浜市中区の一斉清掃活動を行いました。 

 
 

 

ファンケルからは従業員とその家族 10 人

が参加し、他企業・団体ともに、関内駅前～桜川

沿い～ベィースターズ通りのルートを担当しま

した。商店街では、街の方から「ありがとう。

がんばってください」という声援をいただき、

2 時間ほどの活動でたくさんのゴミを集め、分

別して捨てました。 
㈱ファンケル 参加者の方々 

 

新横浜駅～横浜国際総合競技場間の道路を 

“きれいな町横浜でお迎えしたい”そんな気持ちで清掃しました! 
 日本で初めて開催される「ラグビーワールドカップ 2019 日本大会」に来られる皆さんを「き

れいなまち 横浜」でお迎えしたい。そんな機運を高めるために横浜国際総合競技場で初戦が行

なわれる 9 月 21 日(土)に新横浜駅から横浜国際総合競技場までの歩道を清掃するクリーンアッ

プイベントが横浜市資源循環局の主催で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当会も資源循環局より参加要請を受け、また、当会としても会の性格から、こうしたイベント

に積極的に寄与するとの考えから 27 名が参加し、全体では 170 名でした。 

 

 

 

 

[第１８回一斉清掃] 
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[第１８回一斉清掃] 

ラグビーワールドカップ開催に伴う清掃も兼ねて開催しました！ 
天候も回復した秋空の中 16 コース 390名で沢山のゴミを拾いました！ 

 11 月 2(土)8 時 40 分より、JR 桜木町駅前広場にて、ラグビ 

ーワールドカップ 2019 日本大会開催に伴い、「第 18 回一斉 

清掃兼ラグビーワールドカップ 2019 日本大会開催に伴う 

清掃活動」と位置づけ開催しました。 

荒天により当初の開催日を順延したにも関わらず 390 名 

の参加を得て開催されました。 
 準備も整い参加者も揃った 8 時 40 分より開会式が行なわれ、 

森事優子事業企画委員の進行で始まり開会を宣言、当会を代表して鈴木一男会長(㈱ダイイチ)よ

り挨拶を頂き、森事業企画委員より清掃を行ううえでの留意点を説明、全員による集合写真を撮

り、開会式は終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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、9 時には、西 8 コース、中 8 コー

ス、計 16 コースに分かれ桜木町駅前広場を出発。到着順に各班毎に記念撮影行い、また、各グ

ループでの写真撮影する方もおられ、ゴミを分別回収頂き、ユニホームを返却。協賛を頂いてお

ります、タカナシ乳業株式会社提供の飲物、お子様には、株式会社ありあけのハーバーが配られ、

皆さん努めを果した笑顔・笑顔で解散されました。 
 

[横浜マラソン 2018 運営ボランティア] 

快晴の中「横浜マラソン 2019」をサポートしました! 
爽やかな秋空の中、横浜市が開催する主要イベント「横浜マラソン2019」が11月10日(日)、

横浜市西区のみなとみらい２１（ＭＭ２１）地区を発着とするコースで開催されました。 

当会も、横浜マラソン組織委員会から運営ボランティアの協力要請があり、横浜市が開催する

主要イベントであること、また、社会貢献の一環として取り組む事と致しました。当日は、7 時

頃から当会が担当する新杉田第 7 給水所に集合、給水会場の設営など準備を行い、9 時 40 分に

スタートした選手たちが次ぎつぎに到着、用意した水を汗いっぱいの選手に手渡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当会からは㈱アールケーエンタープライス、㈱エリアドライブ、㈱キクシマ、KDDI(株)

南関東総支社、（株）柴橋商会、（株）そごう・西武、明治安田生命相互会社横浜支社、及び神奈

川大学ボランティア活動推進室より 34 名の参加を頂きました。ご協力ありがとうございました。 
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［会員企業紹介］ 
「三沢電機株式会社」 
（事業紹介）創業（昭和２年）以来、電気工事及び空調給排水衛生設備工事を主要営業種目とし、

「お客様に満足していただける品質を提供する。」を品質目標（ISO9001：2015）に掲げ、設

計・施工・保守管理まで快適性・省エネ性を考慮した末永くお使い頂ける物造りを目指している

総合設備工事業者です。 

 公共施設・商業ビル・学校・医療福祉施設等々、永年の実績と技術力で培った豊富な経験を、

皆様に幅広くお役に立てる事を望んでおります。 

（清掃活動状況）定期的に会社周辺の歩道・路地等々を、社員全員で清掃活動を行っております。

住宅地の路地では、地域の方が日頃からきれいに掃除をされているように感じますが、大通り沿

いの歩道等では多くの方々が行き来しており、それに伴ってごみの量も多くなっているように感

じます。 

弊社にて施工中の現場では、作業現場周辺で 

の一斉清掃を習慣とし、周辺地域の方々へご迷 

惑を掛けないよう心掛けております。 

（社長からの一言）弊社において CSR（企業の 

社会的責任）活動は重要な位置づけと考えてお 

ります。 

地域清掃を経験する事によって、ポイ捨てが 

こんなに街を汚していることや、地域の方々の 

迷惑になっている事を、社員全員が感じながら 

気持ち良い環境造りの大切さを自分達はもちろ 

ん家族や子供達にも伝えていけたら良いと考え 

ております。 

（会社情報）本社；横浜市西区戸部町 4－158 TEL 045－241－1621 
 

「株式会社ジェイコム湘南・神奈川」 

J:COM(株式会社ジェイコム湘南・神奈川)ではケーブルテレビ、高速インターネット、固定電

話、モバイル、電力、ホーム IoT サービスなど、お客さまの楽しく快適な暮らしを実現するサー

ビスを提供しています。 

全国には 71 の事業所（局）があり横浜市内には、横浜テレビ局（中区本町）、南横浜局（港南

区上大岡）二つの事業所がございます。 

横浜市中区、南区、磯子区、西区を担当エリアとする J:COM 横浜テレビ局には約 80 名の従

業員が在籍しており、戸別訪問によるお客様のサポート、営業活動を行っています。 

当局の事業所は馬車道商店街に隣接しており、毎週月曜日、木曜日に馬車道の清掃活動をさせ

ていただいております。（東京芸術大学から関内ホールまでの約 200ｍの間）清掃活動は交代制、

2 名一組での活動となるため、全従業員が年に 2 回はこの活動に参加していることになります。   

このような活動を通じ、各従業員が地域社会の一員であり、担い手でもあるという認識を醸成

させていきたいと考えております。 

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町四丁目 43 番 A-PLACE 馬車道 5F 

電話 045-393-3000  
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NPO 法人美しい港町横濱をつくる会会員名簿(令和 1 年 12 月末現在) 
 

株式会社アイネット             株式会社旭広告社 

株式会社アメニティ                          株式会社荒井屋 

株式会社ありあけ                            株式会社アールケイエンタープライズ 

株式会社アルテック                          株式会社伊勢ビル 

学校法人岩谷学園                            株式会社 NTT 東日本-南関東神奈川事業部 

株式会社 MxE コンサルティング        株式会社エリアドライブ 

奥津勉事務所                株式会社オルフィックデザイン 

笠原会計事務所               株式会社勝烈庵 

一般財団法人神奈川県警友会けいゆう病院   株式会社神奈川新聞社 

かながわ信用金庫横浜営業部                  神奈川ダイハツ販売株式会社 

神奈川都市交通株式会社                      神奈川トヨタ自動車株式会社 

神奈川日産自動車株式会社                    株式会社河原屋 

株式会社キクシマ                            合名会社北川製粉所 

協同電気株式会社本社事業所                  キリンビール㈱横浜支店 

株式会社栗田園               京浜急行電鉄株式会社 

KDDI 株式会社南関東総支社         GODAI グループ 

後藤製函株式会社              株式会社佐藤印刷所               

山陽印刷株式会社                            株式会社ジェイコム湘南･神奈川横浜テレビ局   

株式会社柴橋商会                            株式会社鈴音 

新興電設工業株式会社                       株式会社スリーエフ  

株式会社セルディビジョン                    相鉄グループＣＳＲ推進事務局  

相鉄ローゼン株式会社                        株式会社社そごう・西武 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社横浜支店    株式会社ダイイチ 

株式会社ダイイチプロセス                    株式会社大勝 

ダイダン株式会社横浜支店            株式会社タウンニュース社                     

株式会社高島屋横浜店                        株式会社高尚 

タカナシ乳業株式会社                        田辺商事株式会社 

株式会社中萬学院個別指導事業部             株式会社テレビ神奈川  

株式会社 TONPEI                            中山 茂                                     

日本経済新聞社横浜支局                      日本生命保険相互会社横浜支社                 

日本郵便株式会社横浜西部会                  日本郵便株式会社横浜港部会 

株式会社ファンケル                     富士シティオ株式会社 

株式会社プレシア                            株式会社ボイス 

株式会社ホテルニューグランド                株式会社三木組 

三沢電機株式会社                            株式会社みずほ銀行横浜支店 

三井不動産株式会社横浜支店                  三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ株式会社横浜支店  

三菱地所株式会社横浜支店                    三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社横浜支店 

明治安田生命保険相互会社横浜支社            株式会社メモワール 

株式会社八千代ポートリー                    株式会社ユーズウェア 

株式会社有隣堂                              株式会社豊商会 

横浜植木株式会社                            横浜エレベータ株式会社 

株式会社横浜岡田屋                          株式会社横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

株式会社横浜スタジアム                      株式会社横浜セイビ 

株式会社横浜 DeNA ベイスターズ            株式会社横濱屋 

株式会社横浜リテラ                          株式会社横浜ロイヤルパークホテル 

横浜ＹＭＣＡ                                吉田ビル株式会社 

株式会社吉永商店                            リスト株式会社 

YSK ホールディングス株式会社               有限会社若葉マネキン紹介所 

 

港町横浜を世界一美しい街づくりに賛同頂けます会員を募集しております。 

 

http://e-mxe.com/
http://www.spms-net.ne.jp/
http://www.daikatsu.com/
http://www.daidan.co.jp/
http://www.yokohamalitera.com/

