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平成 22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 22年 4月 5日（月）雨 中止 
●雨天のため中止となりました。 
 
 
新宿駅西口キャンペーン 平成 22年 4月 8日（木）晴 参加 91名 
新宿西口商店街振興組合  
西新宿商興会  
新宿西口商店連合会  
新宿広小路会  
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会）  
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  
ＪＴ東京支店. 
 
 
新宿駅東口キャンペーン 平成 22年 4月 16日（金）曇 参加 109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  
株式会社ノハラ産業  
新宿、文京たばこ商業協同組合  
ＪＴ東京支店  
新宿警察署. 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 22年 4月 30日（金）晴 参加 95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  
早稲田大学 
エスパス 
しんじゅく若者サポートステーション  
喜治塾  
株式会社森本組  
戸塚警察署  
東京都第三建設事務所  
戸塚特別出張所. 
 
ごみゼロデー 平成 22年 5月 28日（金）晴美化推進重点地区一斉清掃  
（高田馬場周辺・新宿駅西口周辺・新宿東口周辺地区）  
●参加団体名は別途ごみゼロデーのページに掲載しています。 
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高田馬場キャンペーン 平成 22年 7月 1日（木）晴 参加 108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  
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 
エスパス 
喜治塾  
株式会社森本組  
カラオケ舘 
アポロオフィスシステム 
ハザマ興業 
戸塚警察署  
東京都第三建設事務所  
戸塚特別出張所. 
 
高田馬場キャンペーン 平成 22年 8月 2日（月）雨 
●雨天のため中止となりました。. 
 
高田馬場キャンペーン 平成 22年 9月 1日（水）晴 参加 100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  
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 
エスパス 
喜治塾  
株式会社森本組  
カラオケ舘 
アポロオフィスシステム 
東京コカ・コーラボトリング株式会社西落合営業所 
東京コカ・コーラボトリング株式会社新宿営業所 
ハザマ興業 
早稲田大学 
早稲田美容専門学校 
戸塚警察署  
東京都第三建設事務所  
戸塚特別出張所. 
 
高田馬場キャンペーン 平成 22年 10月 1日（金）晴 参加 92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  
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 
ママサークルＭＡＬＩＢＵ 
喜治塾  
株式会社森本組  
新宿、文京たばこ商業協同組合 
ＪＴ東京支店 
ハザマ興業 
早稲田大学 
早稲田美容専門学校 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
戸塚特別出張所. 
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新宿駅西口キャンペーン 平成 22年 10月 7日（木）晴 参加 91名 
新宿西口商店街振興組合  
西新宿商興会  
新宿西口商店連合会  
新宿広小路会  
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会）  
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  
ＪＴ東京支店  
芙蓉総合リース株式会社新宿支店 
 
 
 
新宿駅東口キャンペーン 平成 22年 10月 15日（金）曇 参加 101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  
ヤマト運輸株式会社  
新宿、文京たばこ商業協同組合  
ＪＴ東京支店  
ママサークルＭＡＬＩＢＵ  
新宿警察署. 
 
 
高田馬場キャンペーン 平成 22年 10月29日（金）曇 参加 150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  
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 
喜治塾  
株式会社森本組  
新宿、文京たばこ商業協同組合 
ＪＴ東京支店 
早稲田大学 
稲門ビル 
東日本旅客鉄道（株）高田馬場駅 
東京地下鉄（株）高田馬場駅 
西武鉄道（株）高田馬場駅 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
戸塚特別出張所 
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高田馬場キャンペーン 平成 22年 12月 1日（水）晴 参加 160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  
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 
喜治塾  
株式会社森本組  
新宿、文京たばこ商業協同組合 
ＪＴ東京支店 
早稲田大学 
稲門ビル 
東日本旅客鉄道（株）高田馬場駅 
東京地下鉄（株）高田馬場駅 
西武鉄道（株）高田馬場駅 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
戸塚特別出張所. 
 
新宿駅東口キャンペーン 平成 22年 12月 3日（金）晴 参加 121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  
ＪＴ東京支店  
三越伊勢丹グループ労働組合  
（株）平商社. 
 
 
新宿駅西口キャンペーン 平成 22年 12月 9日（木）晴 参加 90名  
新宿西口商店街振興組合  
西新宿商興会  
新宿西口商店連合会  
新宿広小路会  
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会）  
京王新宿名店会  
小田急エース名店会  
芙蓉総合リース株式会社新宿支店  
エドワーズライフサイエンス株式会社  
明治安田生命保険相互会社新宿お客さまご相談センター 
 
 
新宿年末クリーン大作戦 新宿駅東口地区 平成 2２年 12月 1７日（金）晴れ 782名 
新宿年末クリーン大作戦 歌舞伎町地区 平成 2２年 12月1７日（金）晴れ 210名 
新宿年末クリーン大作戦 新宿駅西口地区 平成 2２年 12月 1７日（金）晴れ 469名 
※参加団体名については新宿年末クリーン大作戦のページに掲載しています。 
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高田馬場キャンペーン 平成 23年 2月 1日（火）晴 参加 107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  
シルバー人材センター 
喜治塾  
早稲田大学  
早稲田美容専門学校 
株式会社森本組 
エスパス 
稲門ビル 
戸塚警察署 
東京都第三建設事務所 
戸塚特別出張所. 
 
 
新宿駅西口キャンペーン 平成 23年 2月 10日（木）晴 参加 78名 
新宿西口商店街振興組合  
西新宿商興会  
新宿西口商店連合会  
新宿広小路会  
西新宿一丁目商店街振興組合（西新宿一丁目町会）  
京王新宿名店会  
小田急エース名店会  
芙蓉総合リース株式会社新宿支店  
エドワーズライフサイエンス株式会社  
株式会社富士通エフサス  
株式会社アンペール  
明治安田生命保険相互会社新宿お客さまご相談センター 
 
 
新宿駅東口キャンペーン 平成 23年 2月 18日（金）晴 参加 80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 . 
 
高田馬場キャンペーン 平成 23年 3月 1日（火）雨 中止 
●雨天のため中止となりました。. 


