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青少 年活 動

コンテスト

第 10 回記念 福 山 大 会！
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アダプト活動への
ご理解・ご協力
ありがとうございます

主催：NPO 法人ひろしまアダプト

（当 NPO 法人は県内のアダプト活動を支援する目的で設立された法人です）

協賛：株式会社イズミ（㈱イズミと広島県との包括連携協定に基づく官民協働の事業）
山陽建設株式会社、株式会社上垣組
協力：広島県、公益社団法人食品容器環境美化協会
後援：中国新聞社

広島県アダプト制度
マスコットキャラクター

アダピィ

NPO法人ひろしまアダプト

2021年度アダプトフォーラム in ひろしま

青少年活動コンテストについて
アダプト活動の精神を広く理解してもら

山市での開催を予定していましたが、オミク

うためには、次世代を担う若い活動会員の確

ロン株の爆発的感染拡大と、広島県全域に適

保が必要不可欠です。そこで、株式会社イズ

用されたまん延防止等重点措置を受けて、リ

ミ様に広島県との包括連携協定に基づく官

アル開催を中止。その代わり、動画と事例集

民協働の「青少年アダプト活動支援」として

で開催させていただくことになりました。

ご協賛いただき、年に 1 回「青少年活動コ

リアル開催ができなくなったことは本当
に残念ですが、新たな試みにも挑戦しつつ、

ンテスト」を開催してきました。
しかし新型コロナウイルス感染症拡大防
止 の 観 点 か ら、2020 年 度 の 大 会 は 中 止。

精いっぱい動いてまいります。今後ともどう
ぞ、アダプト活動を応援してください。

2021 年度は 2022 年 2 月 12 日（土）に福
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子どもたちとアダプト活動連動中 !!
●
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当社、株式会社イズミは主に「ゆ
めタウン」と「ゆめマート」で中四国・
九州地方を中心に皆さま方にお世話
になっている会社です。地域の様々な課題に迅速かつ
適切に対応し、地域社会の活性化および県民サービス
の向上に資することを目的として、広島県と包括連携
協定を締結しています。連携項目として、
「子育て支援・
青少年育成に関すること」、「環境対策・リサイクルに
関すること」「地域活性化」等がありますが、これらを
進める一環として、当社では青少年活動コンテストへ

協力団体あいさつ
公益社団法人食品容器環境美化協会・広島地連
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このたびは第 10 回の記念大会を
迎えられ、心からお慶び申し上げま
す。NPO 法人ひろしまアダプトや、
広島県をはじめとする各自治体、また協力、協賛各社の
皆さまのご尽力に深く敬意を表します。

広島県土木建築局道路河川管理課

村中 馨 課長
アダプト活動団体の皆さまには、
日頃から、道路や河川・海岸などの
地域の美化活動に取り組んでいた
だき、感謝申し上げます。また、この青少年活動コン
テストが第 10 回を迎えましたことは、大変喜ばしく、
NPO 法人ひろしまアダプトの皆さまをはじめ関係者の
皆さまのご尽力に深く敬意を表します。
県内のアダプト活動では、現在、1162 団体、約 3

青少年活動コンテスト

堂々川ホタル同好会
特定非営利活動法人グリーンラインを愛する会

食品容器環境美化協会のご紹介
世界バラ会議福山大会のご案内
NPO 法人ひろしまアダプトって？

小松原 慎一 課長

の協賛をさせていただいております。
当社ではリサイクル活動に関することとして、不要
になった制服を資源として有効活用するために、地元
の専門業者に委託し、エコバッグを作成しました。こ
ちらは、プレゼントをすることで少しでも地域の皆さ
まの環境への意識付けの一環となればと思い実施した
ものです。
今年度の青少年活動コンテストにおいては、皆さま
の活動報告を楽しみにしていたので残念ですが、来年
度の開催を楽しみにしています。また、青少年の皆さ
まがアダプト活動を通じて、将来、地域に貢献できる
人になることを期待しています。

私どもは、環境美化を目的とする飲料メーカー６団体
から成る公益法人です。アダプト活動の普及推進ととも
に、清掃活動等に取り組む全国の小中学校を対象とした
表彰事業を行っており、青少年に焦点をあてた本コンテ
ストの趣旨には大いに賛同致しております。引き続きの
盛会をご期待申し上げますとともに、微力ながら私ども
もお役に立てるよう努めます。よろしくお願い致します。

協力団体あいさつ

広島県の川と道は私たちが守る！
●

株式会社イズミ 顧客サービス部業務課

矢野 徹 氏

協賛企業・協力団体あいさつ

●

協賛企業あいさつ

発表内容は、
動画でも
配信しています！

万 8000 人を超える方々に、清掃・緑化や草刈などの
活動に取り組んでいただいており、活動内容および参
加人数とも全国有数の規模となっております。
こうしたなか、次の世代を担う皆さまの活動を発表
し、広く PR する場として、この青少年活動コンテスト
は大変意義深く、今後も、継続して開催していく必要
があるものと考えております。
県と致しましては、引き続き、皆さま方に安心して
活動いただけるよう、支援の拡充を進めてまいります
ので、今後ともご支援・ご協力いただきますようお願
い致します。

協賛企業・団体紹介

山陽建設株式会社
代表取締役

深山 隆一

〒723- 0016 広島県三原市宮沖1-13 - 7
☎
（0848）
62 -2111
【URL】http://www.it-sanyo.co.jp/
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2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

広島県の川と道は私た

団体名

永田川カエル倶楽部

清掃

えいだがわかえるくらぶ

緑化

DATA
野登呂山林道、
真道山林道、
国道487 号線、
市道鹿川20
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
号線、
市道鹿川〜岡大王線、
永田川、
永田川河口干潟
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

ちが守る！

広島県マイロード制度
清掃、緑化、草刈
国、広島県
18 年
24 名

草刈

活動PR
永田川カエル倶楽部は、永田川流域の森か

ら鹿川湾までの環境保全と再生を目的に、「ア

どを行いました。

川のアダプト活動としては、清掃活動や河

ダプト活動」「水質調査」「生き物・ウナギ生

川環境保全型草刈、水生生物の調査や河川環

道の落石を活用した、河川小生物の保護活動」

クレソン（西洋ガラシ）が川一面に繁茂する

息調査と保護」「干潟の生物調査と保護」
「林

を行っています。参加するときは、缶バッジ

を付けた帽子を被り、長袖・長ズボン・手袋・
シューズ（または長靴か地下足袋）を着用す
るのが決まりです。2021 年 12 月末現在の
会員数は、子ども 15 名・大人 9 名です。

森の活動では、真道山（286.6m）の鹿川

側林道の約 3km と野登呂山（542m）林道

境の保全と復元活動を行います。数年に 1 回、
ので、それを刈っています。高所の草を刈る
ときは、背負い式草刈機が便利で、水生生物
保護のため水辺の水草は刈りません。ウナギ
が生息できるような環境をつくるため、野登
呂山林道の落石を永田川に投石し、多孔な落
差工を形成しています。

海のアダプト活動としては、永田川河口干

の約 4.5km を下りながら、ゴミを拾います。

潟の清掃や、不法放置船のゴミ撤去などを行

入れます。2021 年秋の活動ではポイ捨てゴ

キャップの回収も行っています。

拾ったゴミは、「江田島市ボランティア袋」に

ミはほとんどなく、ゴミのほとんどは頂上で

いました。また社会貢献活動として、エコ

食べた弁当箱でした。

里（道路）でのアダプト活動は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため 2019 年 4

発表内容は
こちらから！

月からは各自の家の周りで清掃活動を実施。
同年 10 月からは、家族単位でアダプト活動

を再開しました。国道や市道の清掃、見通し
改善のための草刈、ヒガンバナの植え付けな

▲動画で
ご覧いただけます

活動の様子
団体紹介
永田川カエル倶楽部は、2003 年 8 月にスタートしました。子ど

も 2 人とその保護者の計 4 人で清掃活動をしていましたが、2005

私たちの 活 動 日は、18 年 余りで

約 450 日になりました。永田川流域の

年 7 月からは草刈と水生生物の調査も行うようになりました。そ

「森・里・川・海の環境保全と復元（カ

〜岡大王線、永田川河口干潟、真道山林道、野登呂山林道と広がっ

掃活動）
、草刈、水生生物調査、河川

の後活動の範囲は、国道 487 号線、市道鹿川 20 号線、市道鹿川

ていきました。2016 年春から 2019 年秋までは、海岸漂着物調査

エル）
」のために、アダプト活動（清

環境の保全と復元活動などを行ってい

兼清掃活動をしていましたが、2020 年 1 月から中止しています。

ます。2030 年 3 月までに約 700 日

さまざまな活動を、楽しく遊びながら行っています。

超えることが目標です。

会員は鹿川小学校区の保護者と子どもおよびその知人・友人。
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これからのめざす活動

の活動を目指し、体験者が 200 人を

4

2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

広島県の川と道は私た

団体名

才越道クリーンクラブ

ちが守る！

清掃

さいごえどうくりーんくらぶ

活動PR
才越道クリーンクラブの活動場所は、江田

発表内容は
こちらから！

島市能美町鹿川地内の新家建設〜才越峠まで

で、延長は約 800m です。活動を開始したの

DATA

は 2008 年 8 月で、2021 年は 1 年間で合計

活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

122 回活動しました。子ども 3 名と大人 1 名

新家建設〜才越峠（沖美町境）
広島県マイロード制度
清掃
広島県
13 年
4名

▲動画で
ご覧いただけます

で活動しています。活動の目的は、県道・高
田沖美江田島線の能美町区間のポイ捨てゴミ

を減らすことです。元気で日常生活を過ごす
ために自然の変化を感じながらウオーキング

ハンマーの先端部と思われる鉄の塊が落ちて

いを継続することで、ゴミの量と質の変化を

車は左走行・人は右側を歩行というのが本

をし、そのついでにゴミを拾います。ゴミ拾

いました。事故がなくてよかったです。

知ることも目的です。一緒に活動している子

来の形ですが、活動中は左側の路肩を歩いて

に住む子どもで、孫たちは能美町に帰ってき

らゴミを拾っていたら、左カーブを曲がる車

どもたちは、主催者の孫や主催者の自宅近所
たときに参加しています。

1 カ月に拾うゴミの量は、江田島市ボラン

ティア袋の半分（15ℓ）くらいです。特に、
ビニール類が多いです。最近はマスクのポイ
捨てが目立っており、月 10 枚くらい拾いま

ゴミ拾いをしています。以前右側を歩きなが
が路肩の白線にはみ出し、衝突しそうになり

ました。左の路肩を歩いていると、カーブの
手前で歩行者を発見してもらえ、車に注意し
てもらえるので安全です。

今後も月 10 回程度を目標に 2030 年 3 月

す。空き缶やペットボトルは月 5 本程度なの

まで活動する予定です。その頃には活動に参

江田島市のボランティア袋に入れて、活動し

で「ウオーキングゴミ拾い」をしているでしょ

で、比較的少ないと思います。拾ったゴミは

た翌月にゴミを出します。2021 年 1 月には、

加している子どもたちも大きくなって、1 人
う。

活動の様子
団体紹介
才越道クリーンクラブは、2008 年 8 月から活動を開始しま

今後も月 10 回程度、活動を続け

した。活動内容は、ウオーキングをしながらのゴミ拾いです。自

ていきたいと思います。現在は月に 1

線のポイ捨てゴミを減らすことが目的です。活動区間は新家建設

年ごろまでは現状の活動を継続する

然の変化を感じながらウオーキングをし、県道・高田沖美江田島

〜才越峠の延長約 800m で、2021 年は月に 6 〜 14 回活動し
ました。ゴミはビニール類が多く、新型コロナウイルス感染症

回子どもたちも活動しており、2030

予定です。参加している子どもたちは
現在全員小学校低学年。2030 年ご

の拡大によりマスクのポイ捨てが増えています。参加しているの

ろには子どもたちは誰もいなくなり、

です。

す。

は、孫と近所の子どもで、全員永田川カエル倶楽部のメンバー
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これからのめざす活動

1 人でアダプト活動をしている予定で

6

2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

広島県の川と道は私た

団体名

広島県立尾道商業高等学校

清掃

ひろしまけんりつおのみちしょうぎょうこうとうがっこう

草刈

DATA
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

ちが守る！

活動PR
私たちは、尾道商業高校の整備委員会です。

今年度はコロナ禍の中で活動を制限されてい

ましたが、感染症対策を取りながらできる限

い町づくりに貢献していると思います。

11 月 27 日、尾商クリーン作戦を実施しま

りのことをしてきました。私たちは「尾商ら

した。整備委員会が準備をして行う清掃活動

ため、SWOT 分析を使って尾道商業の環境要

当日は、10 を超える部活動と有志ボランティ

しい取り組み」はどのようなものかを考える

本校外周（道路境界線）
広島県アダプト制度
清掃、草刈
広島県
約 10 年
30 名

ありますが、コツコツ続けることで、よりよ

因を分析しました。今年度は休校や学校行事
の延期・部活動の制限といったマイナス要素
もありましたが、部活動も委員会活動も活発

に行っており、真面目な生徒が多く、伝統校

であるため地域からも OB・OG からも注目
されているというプラス要素もあります。そ
こで私たちは「短時間でも、少人数でも、や

れることをやり続けるべきだ」と考えました。
9 月にまん延防止重点措置が解除され、10

月に清掃活動を行いました。整備委員会とし

で、ボランティアの参加者を募ります。作戦
ア・教職員・PTA の総勢約 200 名が集まり、
清掃活動を行いました。コロナの関係で校外
の清掃は参加人数を 30 名ほどに制限して担

当しましたが、その分、校内を隅々まで掃除。
花壇をきれいにし、尾道市緑化事業より寄贈
された花の苗も植えました。これからも整備

委員会活動を通して、校内・校外の清掃や部
活動によるゴミ拾い活動などを行っていきま
す。

ては、約 2 年ぶりに学校の門外で活動しまし
た。整備委員 30 名が参加し、伸び放題だっ

た雑草をきれいに取り除くことができました。

発表内容は
こちらから！

清掃活動に取り組んでいるのは、整備委員

会だけではありません。硬式野球部も、毎週
水曜日の早朝、登校時間帯に学校周辺のゴミ
拾いをしています。20 分の小さな活動では

▲動画で
ご覧いただけます

活動の様子
団体紹介
模擬株式会社尾商デパートは、ビジネスにおけるさまざまな過程

短時間・少人数でやれることをや

を目的として行うイベントです。アダプト活動は、約 10 年前に始

り続けていきます。そのために整備

が中心となって、学校の外周（道路、塀、溝）のゴミ拾いや、除草

掃や部活動によるゴミ拾い活動を行

まった尾商デパートの PR 活動を兼ねて始まりました。整備委員会

作業を行っています。清掃活動に取り組んでいるのは、整備委員会

だけではありません。硬式野球部も学校周辺のゴミ拾いをしていま
す。コロナ禍での模索は続きますが、やれることからコツコツと取

り組んでいます。名実ともに尾道とともに歩んできた本校が地域か

ら信頼される学校であり続けるため、環境整備活動を継続します。
7

これからのめざす活動

委員会活動を通して、校内・校外清
います。私たちにできることをやり
続け、今年度は清掃できなかった国

道 2 号線を来年度、そしてこれから
入学する後輩でよりきれいにできる
よう、動いていきたいと思います。
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2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

福山の川と道、海は私

団体名

福山市立御野小学校 4 年生

清掃

ふくやましりつみのしょうがっこうよねんせい

緑化

DATA
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

たちに任せろ！

活動PR
堂々公園は昔、不法投棄の場所として知ら

れていました。しかし堂々川ホタル同好会の
方々の活動により、ヒガンバナの名所として
知られるようになりました。私たち御野小

学校の 4 年生は 2010 年から、堂々川ホタ

堂々公園、堂々川
なし
清掃、緑化
福山市
約 12 年
63 名

ル同好会の方々に植え方を教わりながら、ヒ
ガンバナを植え直す活動を続けています。ヒ
ガンバナの色は、赤・白・黄色・オレンジな

が過ごしやすい環境があると思います。地域

うになって花の色が増え、本数は広島県内で

をきれいにしてくださっていることが、虫た

ど全部で 26 色。小学生や園児が参加するよ
No.1、中国地方で No.2 になりました。

また、水の仕組みや安全な飲水を作るため

の流れを学び、「水新聞」を作成しました。昔

の水・緑のダム・水道の仕組み・微生物・薬

のことを知り、限りある水を大切に使うこと

の方たちやボランティアの方たちが堂々公園
ちが過ごしやすい環境と関係があると思いま

す。私たちも堂々公園や堂々川をきれいに保

つために、ゴミの分別をし、水を汚さないよ
うにしていきます。

社会の授業で「水はどこから」や「ゴミの

が必要だと感じました。

処理と利用」について学習し、学習したこと

止のためヒガンバナを植え、400 坪のビオ

した。「排水口での取り組み（ゴミや油が下水

堂々川ホタル同好会の方々は、不法投棄防

トープを作りました。川幅最大 20m の広々

を生かして環境に良いことを家で取り組みま

道に流れないようにする方法）」「ゴミの分別」

とした川に生まれ変わった堂々川には、毎年

「電気の節約」など、家庭で取り組んでいるこ

います。私たちは堂々公園・堂々川にいる生

た。これからも環境を大切にすることを続け

5 月下旬〜 6 月上旬にかけてホタルが飛び交
き物を調査しました。堂々公園には、虫たち

とを調べ、自分でも進んでやろうと思いまし
ていきたいと思います。

活動の様子
団体紹介
私たち 4 年生は総合的な学習の時間で、「環境」について考えて

2010 年から毎年 4 月下旬にヒガ

います。取り組んでいるのは、「ヒガンバナの球根の植栽」「水新

ンバナの球根を植える活動を行って

ナの球根の植栽は、堂々川ホタル同好会の方々に植え方を教えて

堂々川の水質調査や生き物の調査を

聞の作成」「堂々公園・堂々川の生き物調査」などです。ヒガンバ
いただき、堂々公園にヒガンバナの球根を植えています。また、堂々
川の水質調査から、「自分たちの生活が、身近な川や生き物などに

どのような影響を与えているのか」「その影響によって、自分たち
の暮らしがどのように変化するのか」など、環境に及ぼす影響と
自分たちの暮らしを関連付けて考える学習をしています。
9

これからのめざす活動

おり、2022 年も実施予定です。また、
行い、学習内容や振り返りなどをま

とめた「水新聞」を作りました。私
たちも堂々公園や堂々川をきれいに

保つため、ゴミの分別をし、水を汚
さないようにしていきます。

10

2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

福山の川と道、海は私

団体名

福山市立鞆の浦学園

たちに任せろ！

清掃

ふくやましりつとものうらがくえん

活動PR
校舎から見える鞆の浦はどのような海なの

に参加し、モルディブの学校とオンラインで

した。海洋ゴミが多少落ちていましたが、カ

とてもきれいに見えるモルディブの海も、海

かという疑問を持ち、実際に磯へ行ってみま

DATA

ニやウニなどの生き物やシーグラスや貝殻な

活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

ど魅力的なものもたくさん見つけました。

福山市鞆町内の海岸・磯
なし
清掃
なし
3年
23 名

地域の海の豊かさを守っていきたいと考え

た子どもたちは、海洋ゴミを拾い集めて学校
に持ち帰り、多目的ホールに並べて海洋ゴミ
に対する啓発活動を実施。月に 1 回程度、潮
がひいて磯が姿を現す日時に合わせて磯へ行

き、海洋ゴミを拾って多目的ホールに追加し
ていきました。

海水に興味を持った子どもたちは、検査紙

を使って海水の汚染調査を実施。調査の結果
汚染度は 10 段階中上から 3 番目で、予想し

ていたよりきれいでした。このことは、本校

互いの海の現状と課題について議論しました。
洋ゴミや地球温暖化の影響でサンゴが死んで

しまうなど、日本と同じような課題を抱えて
いることを知りました。モルディブとの交

流では、「To ensure a sustainable future,
we need to keep our beaches clear of

trash, and preserve a healthy marine
ecosystem where sea life can thrive.（海

辺をゴミから守り、海洋生物がウキウキと生
き続けられる海とすることで、持続可能な未
来を確保していこう）」というメッセージを込

めた壁画を両校の子どもたちが合作し、世界
に向けて発信しました。

の公開研究会や地域のイベントで発表しまし

た。シーグラスや貝殻の美しさに魅力を感じ
た子どもたちは、これらを使ってキーホルダー

やストラップ、キャンドルなどを作成。公開
研究会や地域のフリーマーケット軽トラ市な
どで、多くの方々に販売しました。

また今年度は、アートマイル国際協働学習

活動の様子
団体紹介
本校は、2019 年 4 月、福山市初の義務教育学校として鞆の浦

これからのめざす活動
子どもたちは活動を通して、海洋

に誕生した学校です。児童生徒一人一人のいのちが輝き、主体的

ゴミが思っていたより少ないこと、

える」ことを大切にしながら教育活動を進めています。

がたくさんあることを知りました。

に学ぶことができるように、子どもが自分で「決める・選ぶ・考

校舎から見える鞆の浦の海の豊かさを守っていきたいと考え、

本校の特別支援学級 5 学級に在籍する 1 〜 9 年生の児童生徒が、
自分にできることを考えて実行しています。実際に磯に行き、そ

こで見つけたものに触れて海に親しみ、海の魅力を知ることで、
海に対する愛着が芽生えています。
11

シーグラスや貝殻など魅力的なもの
しかし多くの人は、鞆の浦が魅力に
あふれていることを知りません。そ

こで今年度は海洋ゴミへの啓発運動
に加え、海の魅力を発信する活動に
重点を置いて取り組みます。
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2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

福山の川と道、海は私

団体名

福山市立誠之中学校

清掃

ふくやましりつせいしちゅうがっこう

緑化

DATA
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

たちに任せろ！

活動PR
誠之中学校では「自分たちの地域を自分た

発表内容は
こちらから！

ちできれいにする」を合言葉に、生徒会を中
心として清掃活動を行っています。「クリーン

アップ・心も町も」をスローガンに実施して
いる地域一斉清掃では、地域の方々と協力し

誠之中学校学区内
なし
清掃、緑化
なし
約 10 年
約 500 名

▲動画で
ご覧いただけます

て校区内の公園をきれいにします。活動回数

は年 2 回で、町内会長を通して町内の方に活
動日時を告知します。町内会の方や PTA 役員

教員が発案した行事で、文化祭と体育祭の総

の児童も参加してくれます。地域の方の参加

りや花の植え付けを行っています。活動告知

に加え、箕島小学校・新涯小学校・曙小学校
人数は、毎回 30 名程度です。

公園にはゴミだけではなく、落ち葉もたく

さんあります。それらを協力して掃除し、美

しい公園が保たれるように活動しています。
地域一斉清掃は、地域の方々との交流の場に

称です。準備のため、有志を募ってペンキ塗
は生徒会執行部が発信するプリントや放送

で行っており、クロームブックなどでも情

報を提供しています。毎回、約 40 名が参加し
ます。

現在の課題は、活動に参加するメンバーが

もなっていると感じます。公園を掃除してい

固定されていることです。ボランティア意識

くろうさま」といった感謝の言葉も多くいた

加してくれますが、活動に関心がない生徒も

ると、地域の方々から「ありがとう」や「ご
だきます。地域から感謝され、その感謝が次
の活動につながるようにしていきたいです。

また昨年度からは、みんなの色を持ち寄っ

て作り上げる行事「カラフルデー」を実施し

ています。校長のつぶやきをもとに保健体育

の高い生徒やボランティア経験者は何度も参

います。自分たちの街を清掃すると、授業で
は味わえない達成感や充実感、自己効力感を
得ることができます。このような活動の魅力
をアピールし、もっと参加者を増やしていき
たいです。

活動の様子
団体紹介
誠之中学校は全校生徒 633 名の市立中学校です。福山市内では

これからのめざす活動
まだまだ活動人数が少なくメン

大規模な学校で、
「ハレルヤ合唱」や「誠之太鼓」といった、親世

バーが固定されているので、活動の

だけでなく、新しいことにも挑戦しています。約 10 年ほど前から、

し、もっと広い範囲をきれいにする

代から受け継がれている伝統を大切にしています。また伝統を守る

地域の方々とコミュニケーションを取り、地域で愛される学校に

なるため、アダプト活動をはじめました。年に 2 回、町内会の方・

PTA の役員・箕島小学校・新涯小学校・曙小学校の児童と一緒に、
地域一斉清掃を実施しています。清掃場所の落ち葉やゴミ・雑草を

掃除し、地域がきれいになることで喜びや達成感を感じています。
13

魅力をアピールして活動人数を増や

ことで、よりよい街づくりに貢献し

ていきたいです。また 3 年生を中心
として、アダプト活動が学校の伝統
になるように、後輩たちに受け継い
でいきたいと思います。

14

2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

子どもたちとアダプト

団体名

堂々川ホタル同好会

清掃

どうどうがわほたるどうこうかい

緑化

DATA
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

神辺町下御領 堂々川中流域
広島県ラブ♥リバー制度
清掃、緑化、草刈
広島県、福山市神辺町
18 年
60 名

活動連動中 !!

草刈

活動PR
1673 年、堂々川の氾濫により下御領村（現

なくなったカヤネズミなど、希少な生き物が

ました。こういった災害から村を守るために

は、下流の高屋川の交流地域をのぞくと水の

在の神辺町下御領）で 63 名もの犠牲者が出

建設されたのが、堂々川の砂留（砂防ダム）
です。しかし当時の地域住民は砂留に関心が

なく、周辺には不法投棄が多発していました。

帰ってきました。2018 年の西日本豪雨のとき

被害はほとんどありませんでした。砂留が地
域を守ったのです。

2010 年から、御野小学校と中条小学校の

私たちはこの状況をなんとかするため、清掃

児童・みどり保育園の園児と一緒に、川原に

も、ゴミや家電・生活用品が湧き出てきた 3

数約 22 万本、花色は 26 種類になりました。

活動を開始しました。しかし拾っても拾って
年目を過ぎたころには、「もうやめようか」と

いう声が出るほどでした。しかし活動に参加

してくれた小学生 6 名は、「ぼくら、私らは、
今後も続けるよ」と、雨の中かっぱを着て清
掃活動に参加してくれました。

不法投棄はさておき、堂々川の砂留は長年

放置され荒廃していました。初代会長をはじ

ヒガンバナの球根を植えています。今では花
日本のフィールドでこれほどの花色が見られ

るのは珍しいそうです。会員の活動で景観が

整う中、堂々川は観光地となりました。春の
桜やツツジ、夏のホタルや水遊び、秋のヒガ
ンバナ、冬は雪を被った砂留を見に来てくだ
さい。

めとした会員は自ら重機をリースして、4・3・
2 番の川原の整備を開始しました。経験者が

運転し、2007 年から毎年 1 基ずつ整備を進

発表内容は
こちらから！

めた結果、3 年後には砂留前でホタルが乱舞

するようになるまで自然が復活。絶滅危惧Ⅱ
類のセトウチサンショウウオ、里山では見ら

れないヘビトンボの幼虫、田んぼでは見られ

▲動画で
ご覧いただけます

活動の様子
団体紹介
私たちは、福山市神辺町のボランティア団体です。2004 年に堂々

これからのめざす活動
会員の努力により堂々川の中流域

川 5 番川原で産声をあげ、堂々川の砂留が国の登録有形文化財に登

は、
観光地に変わりました。今後も
「ホ

に不法投棄が多発しており、流域に住む住民も砂留や川の整備に無

を継続できるよう、年 10 回以上の活

録された 2006 年に会を設立しました。当時の堂々川は川沿いや谷
関心でした。私たちはこの状況をなんとかするため、
「ホタルを飛ば
す」
「花を植えて不法投棄の監視の目を増やす」
「小学生と一緒にゴ
ミを拾い、ヒガンバナの球根を植える」という活動を続けてきまし

た。現在堂々川管理地の不法投棄は皆無に近くなり、
「ホタルとヒ

ガンバナの里」として約 1 万人が来訪する観光地に成長しました。
15

タルとヒガンバナの里トップレベル」
動・近隣の小中学校合同の水質調査・
福山市での出前講座などを行ってい

きます。目下の課題は猪対策。猪被

害対策を考えながら、ヒガンバナの
里づくりを進めたいです。
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2021年度
NPO法人ひろしまアダプト

子どもたちとアダプト

団体名

特定非営利活動法人

グリーンラインを愛する会

清掃

とくていひえいりかつどうほうじんぐりーんらいんをあいするかい

緑化

DATA
活 動 場 所（ 所 在 地 ）
参 加 制 度 名
アダプト活動内容
認
定
機
関
これまでの活動期間
活動している人数

県道 251 号線およびその沿線
広島県マイロード制度
清掃、緑化、草刈、その他
広島県
21 年
約 30 名

活動連動中 !!

草刈
他

その

活動PR
活動開始時当時のグリーンラインはゴミで

発表内容は
こちらから！

あふれており、暴走行為多発のため二輪車の
通行が禁止されていました。私たちは荒廃し
たグリーンラインを元の姿によみがえらせる

ため、枯れた松の伐採・野犬保護・ゴミ拾い・

▲動画で
ご覧いただけます

違法走行をなくすためのパトロールなどを実

施しました。拾っても減らないゴミに耐えら
れず活動を辞める人もいましたし、ゴミの処
分について行政とあつれきが生じることもあ

きりさせ、それを忘れないことです。次に大

くかかりましたが、粘り強い活動によってと

誰かが歩き出すのを待つのではなく、小さな

りました。ゴミが減り始めるまでに 10 年近

てもきれいになりました。パトロールの結果
暴走行為がなくなり、2018 年には二輪車通

行規制が解除されました。このパトロールは
福山西警察署との連携による「青色防犯パト

ロール」として、現在も継続しています。活
動について広く知ってもらうためのパネル展

示や、沿線に景観案内看板を設置し景観案内
の動画を視聴できるようにするなど、活動内
容は多岐にわたります。

私たちが 21 年間の活動の中で学んだこと

をお伝えします。何よりも大切なのは、「何の

ためにこの活動をするのか」という目的をはっ

切なのが「考えたことを行動に移すこと」です。
勇気を出してまず 1 歩を歩き始めてください。
目標にこだわりすぎず、とにかく行動し続け
ることも大切です。行政や企業や地域の人と
一緒に活動していると、立場の違いや考え方
の相違から理解し合えないことはよくありま

す。相手を非難せず、できる範囲で協働する

努力が必要です。そして最後に、夢を大切に
してください。夢を大切に活動を続けていれ

ば、夢は希望に変わります。生まれた希望は
やがて日々の活動の目標に育ち、いつか実を
結びます。私たちの学びがみなさんのお役に
立てたらうれしいです。

活動の様子
団体紹介
私たちが活動を始めたころのグリーンラインは「松枯れと野犬

これからのめざす活動
21 年活動を継続したことで「官民

と暴走族と不法投棄とゴミのグリーンライン」と呼ばれていまし

協働連携のモデルケース」として認

みを走ることができる、すばらしい道です。

価されており、JICA でも注目されて

た。しかし本来は、鞆の浦などを眼下に見ながら豊かな緑の山並
私たちはグリーンラインをよみがえらせるため、松枯れの木の

伐採、野犬の保護、暴走行為や違法走行をなくすための青色防犯
パトロール、不法投棄ゴミの片付け、植樹や草刈、トイレの清掃

など、さまざまな活動を実施してきました。粘り強い活動により
グリーンラインは美しくなり、多くの人に愛されています。
17

知されました。目に見える成果も評
います。今後も沿線の除草作業や清
掃活動、植樹など、さまざまな活動

を予定しています。ホームページや
SNS なども活用し、活動報告や情報
提供を発信していきます。
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食品容器環境美化協会のご

公益社団法人

紹介

公益社団法人食品容器環境美化協会とは
公益社団法人食品容器環境美化協会（以下、食環協）は、

主要事業として「アダプト・プログラムの普及推進」や「環境学習支援」を行っている公
益社団法人食品容器環境美化協会。この事業の一環として「青少年アダプト活動コンテス
ト」にも協力しています。

環境学習を支援

「のんだあとはリサイクル」という緑のマークは「統一美

未来の社会を担う子どもたちに、環境美化や環境資源の大切さを知ってもらい、

の散乱問題

化マーク」といい、1981 年に食環協が消費者の皆さまへ

実践に移してもらうことを奨励する観点から、食環協では「環境美化教育優良校

に対処するため、1973 年に飲料業界団体が結集して発足

のメッセージとして採用したものです。使用することが法

等表彰」を行っています。この表彰制度は食環協が 2000 年度から実施してきた

した任意団体「食品容器環境美化協議会」からスタートし

律で義務付けられたマークではありませんが、テレビ・新

もので、環境美化教育に独創的、継続的に取り組み、公共の場所の美化、飲料空

ました。その後、1982 年に公益法人化、2011 年には公

聞・雑誌広告・啓発用パンフレットなどに使用され、ポイ

き容器などのリサイクルを実践している全国の小中学校を、表彰するものです。

益法人制度の変更に伴い、公益社団法人として再出発しま

捨て防止を象徴

文部科学省、農林水産省、環境省の後援を得ており、都道府県の担当部局から推

した。現在は、コカ・コーラ協会、（一社）全国清涼飲料

するマークとして

薦を受けた学校を審査委員会で厳正に審査し、各大臣賞などを授与しています。

連合会、
（一社）全国トマト工業会、
（一社）日本果汁協会、

広く浸透していま

2020 年度は 31 の都道府県から 31 校の推薦があり、広島県からは、通学路な

日本コーヒー飲料協会、ビール酒造組合の、飲料メーカー

す。街中などに設

どのポイ捨てゴミの回収を行う「ふれあい奉仕活動」を実施している、三原市立

6 団体で構成されています。

置された自動販売

宮浦中学校が優良校・協会会長賞に選ばれました。

1970 年代の初めに社会問題化した

空き缶

協議会の発足から、約 50 年がたちます。この間、清涼

機にも貼付してあ

飲料水の容器の主流はアルミやスチールの 缶 から、 ペッ

ることが多いた

トボトル

へと移り変わってきましたが、食環協は一貫し

め、皆さまも一度

て、ポイ捨て防止やゴミ拾い活動の普及推進など、さまざ

は目にされたこと

まな環境美化活動に取り組んできました。

があるのではない

街の自動販売機やリサイクルボックスなどでおなじみの

でしょうか。

最近の受賞校（広島県）
統一美化マークを自販機に貼り付け、
リサイクルを呼びかけています

年度

学校名

受賞

2016 年度（第 17 回）

福山市立中条小学校

最優秀校・協会会長賞

2017 年度（第 18 回）

福山市立春日小学校

最優秀校・文部科学大臣賞

2020 年度（第 21 回）

三原市立宮浦中学校

優良校・協会会長賞

アダプト・プログラムの普及推進
食環協では主な事業として、 アダプト・プログラムの普
及推進

や

環境学習支援

を行っています。アメリカ発

祥のアダプト・プログラムについては 1998 年から全国に
その紹介・普及に努めるとともに、2012 年度からは清掃活
動およびポイ捨て防止・啓発活動に必要な諸費用にあてる
ことができる助成金を支給する、「アダプト・プログラム助
成制度」を実施。2019 年度からは助成金の支給に加えて、

2019 年度（第 20 回）表彰式典

「ふれあい奉仕活動」が評価された、
三原市立宮浦中学校

環境学習教材として、児童生徒
向けの学習支援サイト「まち美化

2021 年度助成先（広島県）
助成コース

助成先団体名

助成金コース

・片山自治会
・堂々川ホタル同好会

清掃グッズ
（ビブス・トング）コース

キッズ」をホームページ上に開
設。「リサイクルに役立つ、いろ
んなマーク」「まち美化とリサイ
クルクイズ」など、楽しみながら
学べる要素を盛り込んでいます。

・緑井まちづくり株式会社
・安田工業株式会社

また、先生方向けの副教材も提
供。小学校での「社会科」
「家庭科」

清掃グッズ（ビブス・トング）を助成する「清掃グッズコー

「総合的な学習の時間」および環

ス」も併せて実施し、アダプト活動団体を対象に申請を受

境教育・環境学習の実践の場で活

け付けています。2021 年度は助成金コース 31 団体、清掃

用できるよう、「資源になる！ご

グッズコース 38 団体に助成を行い、広島県からは計 4 団

みから考える環境問題の学習ガ

体が助成対象になりました。

イドブック」を作成しており、こ
ちらはホームページからダウン
まち美化キッズのサイト

先生方向けの学習ガイドブック

ロードできるようにしています。

清掃グッズコースの助成対象となった
「緑井まちづくり株式会社」の活動の様子

アダプト・プログラム実施にあたっては、行政、主に各
自治体のイニシアチブが欠かせません。食環協では、自治
体担当者を集めたセミナーを開催。グループディスカッショ
ンなどを通じて、マネジメント能力の向上や課題の共有、
2021 年度セミナーの様子
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情報交換の場を提供しています。

食環協のホームページや Facebook ページでは、
アダプト活動団体の紹介などを掲載しています。
今後とも環境美化の推進に微力を尽くして参りますので、
引き続きご理解とご協力をお願い申しあげます。
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世界バラ会議福山大会2025

第 回

20

が開催されます

2018 年に行われた
「第 18 回世界バラ会議コペンハーゲン大会」の様子

大会名称

第 20 回世界バラ会議福山大会 2025

ひろしま を愛する
すべて の人 へ

2025
（令和7）年5月18日（日）〜24日（土）に

NPO法人ひろしまアダプトって ？？
自分たちのまちは自分たちの手できれいにしたい、そんな温かい心がひろしまの各地で形になっていま
す。道をきれいにする「マイロード」「ボランティアロード」、川をきれいにする「ラブリバー」
、海をきれ
いにする「せとうち海援隊」などなど、数多くの活動団体が名乗りを上げ、
「我がまちは我が手で」と日々
活動にいそしまれています。
そんな頑張っている皆さまを支援するために誕生したのが、私たちNPO法人ひろしまアダプトです。
ひろしまを愛する皆さまの力を結集すれば、ひろしまは本当に心の通うきれいなまちになる――そのため
のパイプ役になりたいと考えています。
ひろしまをきれいにする活動に携わりたい方、そんな活動を応援したい方、ぜひNPO法人ひろしまア
ダプトの扉をノックしてみてください。私たちはいつでも、ひろしまを愛する心を待っています。

テーマ

Roses for the Future
〜福山からはじまる、新しい未来〜

NPO 法人ひろしまアダプトの仕組みと活動

開催期間

NPO 法人ひろしまアダプト

本会議2025（令和7）
年5月18日（日）〜24日（土）
開催主体

活動資金

世界バラ会議福山大会実行委員会

会
長：公益財団法人日本ばら会 理事長
実行委員長：福山市長
特 別 顧 問：広島県知事、国土交通省観光庁長官、農林水産省農産局長、国土交通省都市局長、外務省大臣官房
国際文化交流審議官、経済産業省商務・サービス審議官、公益財団法人 2025 年日本国際博覧会協
会理事兼副事務局長

世界バラ会議世界大会は、50 年以上の歴史を持つ、

被爆地広島でも「ヒロシマアピール」など世界の恒

現 在 世 界 40 か 国 が 加 盟 す る 世 界 バ ラ 会 連 合（The

久平和を願ったばらも生まれるなど、ばらは平和の象

World Federation of Rose Societies）の最大の

徴として世界中に広がっています。

大会で、3 年に 1 度開催される、ばらに関する国際大

世界バラ会議福山大会では、福山市をはじめ県内の
ばら園、植物園や広島平和記念公園（資料館）の訪問

会です。
大会には、世界各国からばらの研究家、生産者、愛

などをプログラムに加え、戦後 80 年という節目とな

好家、芸術家など、世界のばら関係者約 600 〜 700

る 2025 年に、この広島の地で世界中の人たちと平和

人が一堂に会します。世界大会では、ばらについての

の尊さを分かち合い、平和の大切さを未来へとつなげ

知識の啓発と普及、ばらの最新情報や研究成果の発表、

る大会にしていきたいと考えています。

殿堂入りのばらや優秀庭園賞の決定、参加者同士の相
互交流などが行われ、まさに、ばらの世界に多大な影

●組織
・会費
・寄付金
・行政助成、補助金
・民間助成金
・行政委託金
・事業収入

基盤

①本部
②支部

●活動（機能）

広島県

①アダプト活動団体の支援活動（サポートセンター活動）

優良団体の表彰、講習、研修、交流会、ワークショップの実施又はそのノウハウ支援、
リーダー育成、アダプト通信発行（ニュースレター）等

●会員

②アダプト活動の普及と参画を促進する活動（情報センター活動）

①正会員
②活動会員
③賛助会員

③行政等関係者と連携する活動（コーディネイト、シンクタンク活動）

協働

イベント、シンポジウム、ホームページ開設、PR 冊子作成、マスコミ等への活動案内、
官民協働型管理の普及活動等

連携

「ひろしまアダプト
推進県 市町会議」
（県と市町の
連絡調整組織）

行政、公益法人及び企業との調整、行政等への提案、行政等からの委託事業の実施等

市町

サポート

アダプト支援
ボランティア

公的団体の
アダプト

任意アダプト

マスコットキャラクター
広島の宮島にいる鹿がモチーフ。前髪
は広島県の「県の木」であるモミジで、
胸には広島県章をつけています。地域の
道路や河川を清掃・緑化等する「アダプ
ト活動」を広めるため、竹ぼうきとちり
とりを手に躍動感ある姿で活動への参加
を呼びかけます。

「みんなで創る、みんなで輝く大会」として皆さん
一緒に盛り上げてまいりましょう。

響力を持つ権威ある大会といえます。また、期間中に
は、各地のばら園や地域の歴史や文化に触れるエクス
カーション（視察ツアー）なども実施されます。

アダピィ▶

市町の
アダプト

広島県の
アダプト

国の
アダプト

アダプト支援自動販売機
NPO 法人ひろしまアダプトは、行政と活動団体の中間支援組織として
平成19 年に発足しました。しかし資金不足のため、十分な支援ができてい
ません。安定した財源を確保するため飲料メーカーさんとタイアップした
結果、アダプト活動を支援する自動販売機が誕生しました。
アダピィがマークされたピンク色のかわいい自動販売機で飲料を購入
すると、その資金の一部がひろしまアダプトに寄付されるという仕組み。
現在、安芸太田町役場、安芸高田市役所、イオン宇品店、イオンリテール㈱
中国カンパニーエントランス前および従業員休憩室、後山公園、江田島市
鹿川交流プラザ、江田島市能見市民センター、大津建設㈱、㈱大林組広島高
速5号線JV 工事現場、格正建設㈱山県郡北広島町現場、坂町B&G 海洋セン
ター、坂町役場、作木ふるさと活性化センターMIX および店頭、神石高原
町役場、㈲ハイテック、ルイーダ廿日市に設置されています。目標設置台数
は50 台。
「アダプト支援自販機の設置を検討してくれそうな人を知ってい
る」という方がおられましたら、ぜひ事務局までご連絡ください。

福山市では、戦後の復興と平和への願いを込め市民
の手によりばらが植えられ、70 年近くにわたり、ば
らのまちづくりに取り組んできました。ばらを愛し慈
しむ心は

NPO法人ひろしまアダプトは、本会の趣旨にご賛同くださり、
さまざまな活動に参加していただける賛助会員の方を募集しています。

ローズマインド（思いやり・優しさ・助け

合いの心） として育まれ、家庭の庭先から道沿いの
小さな花壇へ、そして町全体に広がり 100 万本のば

入会ご希望の方は NPO 法人ひろしまアダプト事務局までご連絡ください。入会申込書を送らせていただきます。

らのまちの実現へとつながりました。
こうした取り組みが世界に認められ、第 20 回の記
念すべき大会を福山市で開催することが決定しまし
た。
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福山市はばらのまち。
福山駅前には、
美しいばら花壇が
あります

●賛助会員（法人）…年会費 1 口 10,000 円以上
NPO法人ひろしまアダプト事務局（担当：大森）

（082）240-0768
FAX（082）
248-7565

TEL

●賛助会員（個人、任意団体）…年会費 1 口 1,000 円以上

奨励金募集要項については
NPO 法人ひろしまアダプトのホームページからもダウンロードできます。

▶ http://www.hiroshima-adopt.com/
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２０２１年度アダプトフォーラム

ひろしま 青少年活動コンテスト

in

活動事例集
■発行 ＮＰＯ法人ひろしまアダプト
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URL http://www.hiroshima-adopt.com/

