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平成 2８年度のポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーンでの参加実績と参加団体名です。 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 4月 6日（水）晴 参加 94名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エスパス 
（株）三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
しんじゅく若者サポートステーション 
シルバー人材センター 
高齢者クラブ 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
 
 
新宿駅西口周辺地区キャンペーン 平成 28年 4月 14日（木）曇 参加 119名 
新宿西口商店街振興組合 
西新宿商興会 
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会） 
新宿広小路会 
西新宿七丁目町会 
京王新宿名店会 
小田急エース名店会 
新宿、文京たばこ商業協同組合 
日本たばこ産業（ＪＴ） 
ＰＴＣジャパン（株） 
エドワーズライフサイエンス(株) 
山梨中央銀行 
大黒屋 
(株)アンペール 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
新宿区 
 
 
新宿駅東口周辺地区キャンペーン 平成 28年 4月 22日（金）晴 参加 117名 
新宿要通り共栄会 
末広通り商店会 
新宿大通商店街振興組合 
新宿東口商店街振興組合 
三菱銀行横通り商栄会 
新宿駅前商店街振興組合 
新宿商栄会 
新宿文化街商店会 
新宿三丁目明治通商店会 
歌舞伎町商店街振興組合 
明治通り商店会 
新宿・文京たばこ商業協同組合 
日本たばこ産業 
三井住友銀行 新宿法人営業第二部 
ルミネ 
株式会社ウィルエージェンシー 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整備株式会社 
新宿区 
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高田馬場キャンペーン 平成 28年 5月 2日（月）晴 参加 122名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エスパス 
日本たばこ産業株式会社 
新宿、文京たばこ商業協同組合 
（株）三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
しんじゅく若者サポートステーション 
シルバー人材センター 
高齢者クラブ 
新宿区 
 
 
ごみゼロデー高田馬場周辺地区 平成 28年 5月 30日（月） 雨 中止 
ごみゼロデー新宿駅東口周辺地区 平成 28年 5月 30日（月） 曇 参加 339名 
ごみゼロデー新宿駅西口周辺地区 平成 28年 5月 30日（月） 曇 参加 321名 
参加団体名は「ごみゼロデー」のページに掲載しています。 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 7月 1日（月）晴 参加 140名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エスパス 
喜治塾 
エムワイ総合企画株式会社 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
日本たばこ産業株式会社 
新宿・文京たばこ商業協同組合 
しんじゅく若者サポートステーション 
シルバー人材センター 
高齢者クラブ 
新宿区社会福祉協議会 
早稲田美容専門学校 
戸塚地区協議会 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
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高田馬場キャンペーン 平成 28年 8月 1日（月）曇 参加 129名 
※新宿打ち水大作戦併催 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エムワイ総合企画株式会社 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
シルバー人材センター 
高齢者クラブ 
新宿区社会福祉協議会 
戸塚地区協議会 
戸塚警察署 
東京都下水道局 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 9月 1日（木）晴 参加 114名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
エムワイ総合企画株式会社 
エスパス 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
ホテルサンルート高田馬場 
シルバー人材センター 
しんじゅく若者サポートセンター 
高齢者クラブ 
新宿区社会福祉協議会 
戸塚地区協議会 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 10月 3日（月）雨  
天候不順のため中止しました。 
 
新宿駅東口周辺地区キャンペーン 平成 28年 10月 7日（金）曇 参加 82名 
新宿要通り共栄会 
末広通り商店会 
新宿大通商店街振興組合 
新宿東口商店街振興組合 
三菱銀行横通り商栄会 
新宿駅前商店街振興組合 
新宿商栄会 
新宿文化街商店会 
新宿三丁目明治通商店会 
歌舞伎町商店街振興組合 
明治通り商店会 
三井住友銀行 新宿法人営業第二部 
ルミネ・エスト 
株式会社ウィルエージェンシー 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整備株式会社 
新宿区 
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新宿駅西口周辺地区キャンペーン 平成 28年 10月 13日（木）曇 参加 139名 
新宿西口商店街振興組合 
西新宿商興会 
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会） 
新宿広小路会 
西新宿七丁目町会 
京王新宿名店会 
小田急エース名店会 
明治安田生命保険相互会社新宿お客様相談センター 
新宿、文京たばこ商業協同組合 
日本たばこ産業 
ＰＴＣジャパン（株） 
エドワーズライフサイエンス(株) 
山梨中央銀行 
みずほ銀行新宿新都心支店 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
新宿区 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 10月28日（金）晴 参加 137名 
※放置自転車クリーンキャンペーン併催 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
戸塚母の会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
西武新宿線高田馬場駅 
エスパス 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
シルバー人材センター 
早稲田美容専門学校 
しんじゅく若者サポートセンター 
高齢者クラブ 
新宿区社会福祉協議会 
戸塚地区協議会 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 28年 12月 1日（木）雨 
天候不順のため中止しました 
 
 
新宿駅東口周辺地区キャンペーン 平成 28年 12月 2日（金）晴 参加 123名 
新宿要通り共栄会 
末広通り商店会 
新宿大通商店街振興組合 
新宿東口商店街振興組合 
三菱銀行横通り商栄会 
新宿駅前商店街振興組合 
新宿商栄会 
新宿文化街商店会 
新宿三丁目明治通商店会 
歌舞伎町商店街振興組合 
明治通り商店会 
三井住友銀行 新宿法人営業第二部 
ルミネ・エスト 
株式会社ウィルエージェンシー 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整備株式会社 
新宿区 
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新宿駅西口周辺地区キャンペーン 平成 28年 12月 8日（木）曇 参加 148名 
新宿西口商店街振興組合 
西新宿商興会 
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会） 
新宿広小路会 
西新宿七丁目町会 
京王新宿名店会 
小田急エース名店会 
明治安田生命保険相互会社新宿お客様相談センター 
新宿、文京たばこ商業協同組合 
日本たばこ産業 
ＰＴＣジャパン（株） 
エドワーズライフサイエンス(株) 
山梨中央銀行 
みずほ銀行新宿新都心支店 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
新宿区 
 
第 13回新宿年末クリーン大作戦 平成 28年12月 22日（木）晴 参加２，３５８名 
新宿駅東口周辺地区 参加 1,152名 
歌舞伎町地区 参加 406名 
新宿駅西口周辺地区 参加 800名 
参加団体名は第 13回新宿年末クリーン大作戦のページに掲載しています。 
 
高田馬場キャンペーン 平成 29年 2月 1日（火）晴 参加 96名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
戸塚母の会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エスパス 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
シルバー人材センター 
しんじゅく若者サポートステーション 
高齢者クラブ 
新宿区社会福祉協議会 
戸塚地区協議会 
戸塚防犯協会 女性部 
東京都第三建設事務所 
新宿区 
 
新宿駅東口周辺地区キャンペーン 平成 29年 2月 10日（金）曇 参加 67名 
新宿要通り共栄会 
末広通り商店会 
新宿大通商店街振興組合 
新宿東口商店街振興組合 
三菱銀行横通り商栄会 
新宿駅前商店街振興組合 
新宿商栄会 
新宿文化街商店会 
新宿三丁目明治通商店会 
歌舞伎町商店街振興組合 
明治通り商店会 
三井住友銀行 新宿法人営業第二部 
ルミネ 
猪山メンテナンス 
みずほ銀行 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整備株式会社 
新宿区 
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新宿駅西口周辺地区キャンペーン 平成 29年 2月 16日（木）晴 参加 112名 
新宿西口商店街振興組合 
西新宿商興会 
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会） 
新宿西口商店連合会 
新宿広小路会 
西新宿七丁目町会 
京王新宿名店会 
小田急エース名店会 
株式会社ウィルエージェンシー 
ＰＴＣジャパン(株) 
芙蓉総合リース(株)新宿支店 
(株)三幸コミュニティマネジメント 
山梨中央銀行 
新宿新都心開発協議会 
(株)アンペール 
新宿区 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 29年 3月 1日（水）曇 参加 103名 
高田馬場西商店街振興組合 
栄通り商店会 
高田馬場町会 
高田馬場清和会 
高田馬場銀座商店街振興組合 
諏訪町会 
高田馬場南親睦会 
宮田町会 
戸塚母の会 
ＪＲ東日本高田馬場駅 
東京メトロ高田馬場駅 
エスパス 
株式会社三幸コミュニティマネジメント 
都市環境整美株式会社 
エムワイ総合企画株式会社 
シルバー人材センター 
しんじゅく若者サポートステーション 
高齢者クラブ 
早稲田美容専門学校 
新宿区社会福祉協議会 
戸塚地区協議会 
東京都第三建設事務所 
新宿区 


