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多数の方のご参加 

ありがとうございました！ 
 

 

■平成2９年度実施結果■ 

総参加団体数     ２６８団体 

総参加者数     ４，８８６ 名 

（参加票の提出  および  5月30日キャンペーンの受付による） 
 

 

 

ごみゼロデー・新宿区一斉道路美化清掃は、毎年 5 月 30 日（またはその前後）に、町

会、商店会、事業者、学校、ボランティア団体など地域の方々が中心となって行う一斉道路

美化清掃活動です。平成 13年度からはじまり、１７回目となった平成２９年度は、5月３

０日の美化推進重点地区一斉清掃活動をはじめ、期間中を通してさまざまな地域において、

多くのみなさまに美化清掃活動に参加していただきました。 

これからも「きれいで住みよいまち、新宿」のために、みなさまのご協力をよろしくお願

いいたします。 なお、参加された団体は別紙のとおりです。 
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平成 29年度 ごみゼロデー 参加団体名（敬称略・順不同） 

■ 町会・自治会・商店会 など 

愛住町会  市谷左内町町会  市谷台町町会  稲穂会  大久保二丁目町会  

大久保三丁目自治会  大久保3丁目若草の会  小田急エース名店会  落合親和町会 

柏木三和会  歌舞伎町２丁目町会  歌舞伎町商店街振興組合  上落合三丁目町会 

上落合東部町会  上落合東部町会  河田町町会  北新宿一丁目仲町会  

北新宿二丁目町会  北新宿2丁目新和会  北新宿3丁目柏親会  北新宿4丁目町会 

甲良町町会  さかえ通り商店会  信濃町町会  下落合四丁目町会  

下落合町会知久会  下落合東町会  新宿駅前商店街振興組合  新宿園町会 

新宿大通り商店街振興組合  新宿三丁目明治通商店会  新宿商栄会  

新宿西口商店街振興組合  新宿東口商店街振興組合  新宿文化街商店会  

新宿四丁目町会  住吉町共栄町会  諏訪町会  大京町町会  

高田馬場三丁目光和会  高田馬場清和会  高田馬場銀座商店街振興組合  

高田馬場町会  高田馬場西商店街振興組合  高田馬場南親睦会  筑土自治会 

鶴巻北町会  鶴巻西町会  鶴巻南町会  戸塚三丁目親和会  富久北町会 

富久町中町会・第２朋友会  戸山一丁目町会・つつじ会  戸山三丁目南町会 

中井町会  中落合一丁目みどり町会  中落合三丁目辻町会   

中落合三丁目やよい町会  中里町町会  西落合町会  西新宿八丁目町会  

西新宿一丁目町会  西新宿商興会  西新宿商興会  西戸山タワーホウムズ自治会 

西早稲田文化町会  西早稲田和敬会  馬場下町会  原町一進会  原町二丁目町会  

東榎町町会  東富久町会  百人町三丁目町会  百人町四丁目連絡会  

百人町中央町会  百人町西町会  舟町町会  三菱銀行横通り商栄会  宮田会 

明和会  柳町すみれ会  豊睦会・婦人部  四谷三丁目寿楽会・四谷三丁目町会商店街 

四谷坂町町会  四谷三丁目町会  四谷清掃協力会  四谷地区協議会   

若葉一丁目町会  若葉三丁目町会  若葉二丁目町会  若松町町会   

早稲田南町町会         

 

■ 学校 など 

学校法人イーエスピー学園  学校法人新宿学園  新宿調理師専門学校 

学校法人専門学校ＨＡＬ東京  学校法人専門学校首都医校  

学校法人専門学校東京モード学園  学校法人法政大学  新宿区立市谷小学校  

新宿区立牛込第二中学校  新宿区立大久保小学校  新宿区立柏木小学校  

新宿区立新宿西戸山中学校  新宿区立新宿養護学校中学部  新宿区立津久戸小学校 

新宿区立戸塚第三小学校  新宿区立西早稲田中学校  新宿区立四谷小学校４年生  

新宿区立四谷中学校１年生  東京アニメーションカレッジ専門学校  東京理科大学  
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早稲田大学環境ロドリゲス/えこのわぐま 早稲田美容専門学校 

 

■ 事業所 など 

アトレ四谷  牛込郵便局  エスパス  エドワーズライフサイエンス(株) 

エムワイ総合企画株式会社  株式会社アクセルオン  (株)アンペール 

株式会社イエローハット  株式会社ウィルエージェンシー  

(株)エヌ・ティ・ティエムイーサービス  (株)オギノ  株式会社ガーデン 

株式会社ガイアート関東支店  株式会社ガイアート本社  (株)紀伊国屋書店 

株式会社熊谷組  (株)佐藤秀  (株)新宿高野  (株)新菱冷熱工業 

(株)ソニーミュージックコミュニケーションズ  (株)綱八 

株式会社手塚プロダクション  (株)中島商店  株式会社ニッセイファシリティ 

(株)ビジネスサポートワークス  (株)日立ハイテクフィールディング   

(株)ヒューマックス  株式会社マースエンジニアリング  (株)新宿マルイ 

株式会社丸山製作所  (株)三越伊勢丹ＭＩ新宿ビル  (株)三越伊勢丹新宿アルタ店 

(株)三越伊勢丹新宿本店  (株)三峰  (株)三好野  (株)よし彦  川瀬不動産(株) 

クラブツーリズム株式会社  クリーンテックシオガイ株式会社 

グリーンピースジャパン  京王電鉄(株)  公益社団法人新宿法人会 

公益社団法人新宿区シルバー人材センター  国際航業株式会社  JA 全農たまご(株) 

JR高田馬場駅  JR東日本四ツ谷駅  芝園開発株式会社 城北信用金庫北新宿支店  

新宿ＣＳＲネットワーク損害保険ジャパン日本興亜株式会社  

新宿ＣＳＲネットワーク DIAM JAPAN(株)  

新宿ＣＳＲネットワーク株式会社日本財託  新宿区内の郵便局  

新宿新都心開発協議会  新宿下落合三郵便局  新宿下落合四郵便局 

新宿三井ビルディング  新宿ライオン会館  新目白通郵便局 

水道マッピングシステム(株)  西武新宿線高田馬場駅  西武鉄道株式会社  

瀬戸空間プロデュース  大安商事(株)  大成建設株式会社環境本部  

大成建設株式会社東京支店  大日本土木株式会社  大日本土木株式会社東京支社  

タカノ  タリーズコーヒージャパン(株)  中央電気(株)  東亞建設工業株式会社  

東急スポーツオアシス  東京ガスＳＴコミュネット(株)  東京ガス(株)中央支店  

東京三協信用金庫本店  東京電力(株)  東京電力パワーグリッド(株)東京総支社  

東京電力(株)新宿支社  東京都下水道局落合水再生センター  

東京メトロ高田馬場駅  日神不動産(株)  日本政策金融公庫新宿支店   
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日本たばこ産業株式会社  東鉄工業株式会社  PTCジャパン(株) 

芙蓉総合リース(株)  みずほ銀行新宿支店  みずほ銀行四谷支店  みずほ信託銀行  

三井住友銀行  明治安田生命  明治安田生命保険相互会社   

明治安田保険サービス株式会社  八千代銀行  山梨中央銀行  (有)池田観光 

(有)こまどり  (有)桜井新盛堂  雪印メグミルクグループ  吉本興業株式会社  

らんざん総業  ルミネ  ルミネエスト店 

 

■ その他団体 など 

牛込清掃協力会女性部  えのき春のごみゼロデー（牛込清掃協力会、日赤奉仕団榎町分団、

公益社団法人新宿区シルバー人材センター、榎町特別出張所）  演劇倶楽部「座」 

学生ボランティア企画集団NUTS  歌舞伎町タウンマネージメント  北三長寿倶楽部 

新宿区高齢者クラブ連合会  しんじゅく若者サポートステーション  箪笥地区協議会 

当出張所管内の各町会・自治会  特定非営利活動法人日本を美しくする会 

戸塚・花と緑のまちづくりの会  内藤町高齢者クラブ「藤苑会」  四谷母の会   

喜治塾 

 

■ 官公庁 など 

社会福祉協議会  新宿警察署  北新宿第二地域交流館  高田馬場地域交流館 

東京都水道局新宿営業所  西新宿シニア活動館  東五軒町地域交流館 

薬王寺ことぶき館  四谷警察署  新宿区  

 

※参加票を元に作成いたしました。上記に記載されていない団体は、お手数ですがごみ減量リサ

イクル課（ 03－5273－4267 ）までご連絡ください。 

なお、個人での参加につきましては省略させていただきますので、ご了承ください。 


