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ハロウィンごみゼロ⼤作戦 in 渋⾕ 実⾏委員会

実 施 報 告 書



はじめに

1

ここ数年、渋⾕駅周辺には国内外から⼤変多くの来街者がハロウィンに集まり、その結果、いたるところ
にごみが⼤量に散在する惨状となっています。この問題を解決すべく、今年で実施6回⽬となる「渋⾕ごみ

ゼロ⼤作戦 2020」を実施しました。

2020年は新型コロナウイルス感染症拡⼤を考慮し、渋⾕の街に来ないよう呼びかけています。しかし、
万が⼀、⼈が集まって来てしまった場合に備え、今年は規模を縮⼩し感染症対策を⾏った上で、 10⽉31⽇

当⽇の夜間、ごみ集積所の設置と街の清掃活動を⾏いました。渋⾕の街の有志の実⾏委員会を中⼼に、渋⾕
の街のごみゼロを呼びかけをおこないました。

趣旨にご賛同頂き多⼤なるご協⼒をいただきました皆さまには、⼼より感謝申し上げます。今回の実施に
つきまして、簡単ではございますが、ご報告させていただきます。
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■実施⽇時 2020年10⽉31⽇（⼟）〜11⽉1⽇（⽇）

■対策概要報告

■実施エリア センター街通り／井ノ頭通り／道⽞坂通り／ハチ公広場前／宇⽥川交番前

■内 容 （１）ごみ集積所の設置 10/31（⼟）24:00〜11/01（⽇）08:00
（２）早朝清掃活動サポート 11/01（⽇）04:00〜11/01（⽇）08:00
（３）巡回清掃 10/31（⼟）24:00〜11/01（⽇）08:00
（４）集めた材料でアート制作企画

■主 催 ハロウィンごみゼロ⼤作戦 in 渋⾕ 実⾏委員会 実⾏委員⻑ 星野浩⼀（渋⾕地区美化推進委員会会⻑）

■共 催 渋⾕区

■協 賛

2020
10/31 Sat 〜11/1 Sun
渋⾕区

3

実施概要（１）

10/31 Sat

くもりのち晴れ
最⾼気温︓22℃
最低気温︓14℃
降⽔量︓0mm

11/1 Sun

晴れ
最⾼気温︓23.9℃
最低気温︓12.2℃
降⽔量︓0mm



渋⾕の清掃活動で集まった材料を利⽤して、アーティストがグッズを制作し、ラクマで販売。
持続的かつ循環型の仕組みを構築しながら、渋⾕の美化を呼びかける。

４

実施概要（２）

渋⾕ごみゼロ⼤作戦2020 アート企画

集めた材料を
アーティストの元へ



ごみ集積所・早朝清掃サポート
10/31〜11/1



■場所︓ ハチ公広場前、宇⽥川交番前
■⽇時︓＜ごみ集積所＞ 10⽉31⽇（⼟）24:00〜11⽉1⽇（⽇）8:00

＜早朝清掃サポート＞ 11⽉1⽇（⽇）4:00〜8:00
■内容︓ ＜ごみ集積所＞ ごみ集積所の設置・運営、ごみの回収、分別呼びかけ、ごみ集積所付近の清掃活動

＜早朝清掃サポート＞ ごみ袋の提供、ごみ拾いアイテム（トング・軍⼿等）の貸し出し

10⽉31⽇（⼟）〜11⽉1⽇（⽇）にごみ集積所を設置・運営を⾏いました。開始前にカラーコーンで囲って場所を確保
しておいたことで、21:00頃からの設置作業もスムーズに⾏うことができました。今年は例年より少ない2か所のごみ集積

所を設けましたが、ハチ公広場前／宇⽥川交番前、いずれも例年同様、スムーズにごみを回収できました。
また、朝4:00〜8:00までに9団体・約800名のボランティアと共に渋⾕の街の清掃活動を⾏いました。2か所のごみ集
積所を拠点に、トングや軍⼿のごみ拾いのアイテム貸出を⾏い、ボランティアの活動サポートを実施しました。

【総括】

【実施内容】

６

ごみ集積所・早朝清掃サポート

90Lごみ袋回収数︓96袋（1⽇間合計） ※2019年度回収数︓765袋（4⽇間合計）



ごみ集積所（24〜翌8時）
合計

ハチ公広場前 宇⽥川交番前

10⽉31⽇(⼟)
〜11⽉1⽇(⽇) 晴 53 43 96

■90Lごみ袋回収数

＊2019年度︓765

可燃 不燃 ビン カン ペットボトル スプレー⽸ 合計
10⽉31⽇(⼟)
〜11⽉1⽇(⽇) 晴 390.00 60.80 1001.70 647.60 121.10 0.80 2222.00

■ごみ回収量

＊2019年度︓5602.96

７

ごみ集積所︓ごみ袋回収数、ごみ回収量



８

早朝清掃活動サポート︓ボランティアの活動



巡回清掃
10/31〜11/1



1０

巡回清掃︓センター街通り／井ノ頭通り／道⽞坂通り

■⽇時︓10⽉31⽇（⼟）24:00〜11⽉1⽇（⽇）8:00
■場所︓センター街通り／井ノ頭通りを中⼼としたエリア、道⽞坂通りを中⼼としたエリア

■内容︓定期巡回清掃、アート作品⽤材料回収

10⽉31⽇（⼟）〜11⽉1⽇（⽇）は、センター街通り／井ノ頭通りを中⼼としたエリア、道⽞坂通りを中⼼としたエリ
アに分かれて、夜間も含め定期巡回での清掃を⾏いました。早朝清掃に参加するボランティアの参加⼈数は昨年より減っ

たものの、昨年より全体のごみも削減したこともあり、明け⽅には例年通りきれいに清掃することができました。
また、アート作品の材料となる⽸やペットボトルも回収しました。

【総括】

【実施内容】



今年はコロナ禍で⼈も少なかったこともあり、放置ごみも全般的に例年に⽐べると少なかった印象です。ただし、⾃動販売機
近くや⼈通りの少ない道などにごみが集まる傾向があり、巡回清掃を強化して実施しました。今年もセンター街を中⼼に多く
のボランティアが集まり、朝の7時頃にはほぼ清掃が完了できることになりました。

【早朝の街の様⼦】

夜〜深夜帯にかけての巡回清掃を強化したことで、駅前からセンター街中⼼にかけてごみだらけになっていた街が綺麗にク
リーンアップされました。告知が直前であったので、事前の申し込みのボランティアは少なかったです。当⽇参加の多くのボラ
ンティアの皆さんのご協⼒で駅周辺がとても綺麗な状態になりました。

【ボランティアによる清掃活動後の街の様⼦】

1１

渋⾕の朝のごみの様⼦



アート企画
11/1〜



1３

アート企画︓概要

フリマアプリ 楽天「ラクマ」協⼒のもと、街で⾒かけたアートに使えそうなものを集めて、企画に
賛同頂いた３組のアーティストが作品を制作。完成した作品を楽天「ラクマ」で出品しました。
ラクマURL▶▶ https://fril.jp/shop/gomizero

＜傍嶋 賢 ⽒＞
集まった材料でSDGsの17⾊のカラーを転写し、アート作品として再⽣する「SHIBUYA Trash And 
SDGs」を展開します。
どのようなものが街にポイ捨てされたか視覚的に伝え、また、社会課題への意識啓発にもつながる作品を
制作します︕

【参加アーティスト】

【企画概要】

＜⼤島エレク総業 ⼤島望 ⽒＞
アルミ⽸を利⽤し、作品を制作。
⼤島エレク創業が⼿がける独⾃に設計した植物・花をモチーフとした作品に仕上げます︕

＜いなずみくみこ⽒＞
10/31当⽇も渋⾕の様⼦を⾒守り、いなずみ⽒が受け取った渋⾕のハロウィン当⽇の様⼦をそのまま詰め
込んだ作品を制作予定。
作品を通じて、ハロウィン当⽇の⼈の記憶やそれぞれの素材が辿った物語を伝えます。



1４

アート企画︓当⽇制作⾵景

■⽇時︓11⽉1⽇（⽇）8:00〜12:00
■場所︓クランクストリート

■内容︓アーティストがアート作品を制作

11⽉1⽇（⽇）の朝、早朝清掃にも参加した、アーティストの 傍嶋賢⽒の作品制作の⼀部を、渋⾕センター街のクラ
ンクストリートで実施。SDGsの17⾊のカラーの絵具を使い、渋⾕の街で集めた材料をアート作品として再⽣する

「SHIBUYA Trash And SDGs」を実施しました。

【総括】

【実施内容】



1５

アート企画︓完成作品

【傍嶋 賢 ⽒】

【⼤島 望 ⽒】



制作物



【ごみ集積所】
ごみ表⽰ A3ラミネート 6種類 A2パネル

A4ラミネート A3ラミネート

対策本部
渋⾕ごみゼロ⼤作戦2020

ごみ拾いアイテム

貸出・返却

渋⾕ごみゼロ⼤作戦2020

渋⾕ごみゼロ⼤作戦2020

ごみ集積所
10⽉31⽇（⼟）

24:00 -
11⽉1⽇（⽇）

8:00
協賛【早朝清掃】 【対策本部】

1７

制作物︓サイン⼀覧

ごみ袋⽤シール
60mm×60mm



ごみ集積所サイン︓A2・パネル
アイテム貸出・返却サイン︓A4・ラミネート

ごみ分別サイン︓A3・ラミネートごみ集積所サイン︓A2・パネル
アイテム貸出・返却サイン︓A4・ラミネート
ごみ分別サイン︓A3・ラミネート

ごみ分別サイン︓A3・ラミネート
ごみ袋︓90Lごみ袋
ごみ袋︓⼿提げ袋

1８

ごみ袋⽤シール

制作物︓サイン設置・ごみ袋



１９

制作物︓WEBサイト（１）
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制作物︓WEBサイト（２）



●ごみ集積所の設置
⼀定時間以降、ごみ集積所としてわざわざ神宮通公園までお持ち込み頂いた役割を「ハチ公前」と「宇⽥川交番」に持って
きたことにより、ボランティアの皆さんの利便性が増したと思います。スタッフのオペレーションも⾮常にスムーズになり
ました。

●早朝清掃サポートについて
ホームページでの告知が直前だったこともあり、事前エントリーは少なかったもの、当⽇は⼤変多くの皆さまにボランティ
ア参加して頂けました。ごみの分別なども当⽇のスタッフからのレクチャーでスムーズにご協⼒して頂くことができまし
た。

●巡回清掃について
31⽇は夜間から早朝にかけて、センター街を中⼼に巡回清掃を⾏いました。ごみ溜まりをつくらないことにより、ごみの
散乱防⽌に努めました。

●集めた資源でアート制作企画
３Ｒの普及啓発の観点から、楽天ラクマと連携し、材料をあつめて、アート作品を制作しました。

●ハロウィン対策の⽇程について
ごみ対策の観点からは、ハロウィン当⽇の対策のみで⼗分だったと思われます。特に⼤きな事件・事故は起きていません。

2１

総括



ハロウィンごみゼロ⼤作戦 in 渋⾕ 実⾏委員会

■委員⻑
星野 浩⼀（渋⾕地区美化推進委員会会⻑）

■副委員⻑
佐藤 勝 （渋⾕駅桜丘⼝地区市街地再開発組合理事）

■監事
⼤⻄ 賢治（渋⾕区商店会連合会会⻑）

2２

実⾏委員会名簿


