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■実 施 日

■主 催

■協 力
（予定）

■スケジュール

２０２１年１２月８日（水）

名古屋駅地区街づくり協議会

学校法人日本教育財団 （名古屋モード学園、ＨＡＬ名古屋、名古屋医専）
名古屋市・中村区役所・中村土木事務所・中村環境事業所
名駅南地区まちづくり協議会

１０：００～ 準備・・・地域活動委員会メンバー

～１０：３０ 清掃道具渡し

１０：３０～ 挨拶： 協議会 山村会長

挨拶 ：中村区長 様

清掃作業説明

清掃スタート ①名駅北ルート
②桜通ルート
③泥江町ルート
④錦通りルート（含む西柳公園）
⑤広小路ルート
⑥名駅南ルート

１２：００頃 清掃終了 ・ゴミ分別 ～ 順次解散

実施概要①
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【 清掃実施場所・人数 】

集合場所：タワーズガーデン

実施概要②

ゴミ回収：ミッドランドスクエア南広場

※人数の割振りは
変更することがあります

【 集合場所・ゴミ回収場所 】

街協会員他 計

名駅北ルート 41 ー 41

桜通ルート 20 18 モード 38

泥江町ルート 16 ー 16

錦通ルート 8 39 医専 47

広小路ルート 20 20

名駅南ルート 20 24 HAL 44

名駅南エリア(南まち協） 7 ー 7

合計人数 132 81 0 213

ゴミ分別・回収 中村環境事業所様 2

中央分離帯清掃 中村土木事務所様 10

センサー桝　清掃 2

運営・事務局 3

合計人数 17 総計 230

ルート
参加人数　(人）

日本教育財団（先生含）

協力

（未確定）



参加する際のお願い・実施方法（コロナ対策）

■参加する際のお願い■

・大きな集団とならないよう、他の人との適切な距離（2m以上）を保ってください。

・参加者の情報を保健所等関係機関に提供する場合があります。
（あらかじめ参加者全員の了承を得てください。）

・参加者は事前に、体温を測るなど各自で体調チェックをしてください。
（発熱、咳、喉の痛みなど、体調に不安がある場合は参加をご遠慮ください。）

・セレモニー会場では、多数の方が集まっての近距離での会話は避けるようにしてください。

・参加者は、必ずマスクを着用してください。

■清掃方法について（集合・道具の配布・回収）■

・消毒液を準備しますので、参加者は道具を受け取る前に現地で手の消毒をしてください。

・集合前に、軍手(ビニール手袋）・火ばさみ・ゴミ袋（2枚）を配布します。
セレモニースタート前に受取りをお願いします。

・違法駐輪対策の方には、ベストを配布しますので着用ください。

・飛沫が付着するごみ（マスク・ティッシュ・たばこ・空き缶・ペットボトルなど）は、飛沫が
付着する部分に直接触れないように必ずトングを使い収集してください。
（手袋をしていても、直接ごみを拾わないようにしてください）

・ごみ収集の際には、回収時に分別しやすいよう可能な限り分けて収集してください。

・回収場所では密集、密接にならないよう、ゴミを速やかに置き解散してください。

【資源ごみ】
缶、ビン、ペットボトル

【可燃ごみ】
紙、たばこ、プラスチックなど

■ごみの分別について■
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【ご留意いただきたい事】

・回収に迷うもの（大きなものなど）は、回収せずに置かれていた場所などを事務局まで
お知らせください。
（重ねて置いてあるダンボール・運べないような粗大ごみのほか、 所有物・遺失物の
可能性のあるもの）

・通行人や自転車通行の妨げにならないように活動いただき、交通事故、接触事故には
十分ご注意ください。

・清掃活動の際は、安全確保のため、車道には出ないで下さい。

・ごみ回収後、流れ解散です。

・回収場所はスペースに限りがあるため、歩行者用道路の確保にご協力下さい。

実施概要③

・当活動は、市民活動保険（グリーンパートナー制度：名古屋市環境事業所）に
一括加入しております。

・ルート分け、詳細については、別紙のとおりです。

■詳細

■その他お知らせ

・トラブル・怪我等の緊急時 及び 遺失物等のお問合せは以下までお願いします。
事務局： 岩崎（070-6588-4296）佐伯（070-6588-7505）

■連絡先
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時間 全体スケジュール Staff

～

１０：３０

清掃道具搬入・準備

集合→ 整列前に清掃道具を受け取ってください

・地域活動委員会メンバーにて、タワーズ
ガーデンへ運び入れ

・タワーズガーデン北側にて、道具渡し

１０：３０ セレモニースタート（登壇者整列）

１０：３０ ・登壇者紹介

・あいさつ

・名駅街協 山村会長

・中村区長様

・清掃 注意事項等説明

登壇者を順次紹介後、挨拶

分別回収・ルート・安全
回収場所 など

１０：４５ 移動

・リーダーの先導で参加者は各ルートへ

・しんがり担当は、最後尾を管理

・ルートは、別紙参照

清掃スタート後、
・残った掃除道具、看板をMS南広場へ
・スピーカー撤去

１１：３０ 順次 清掃終了後、

①ゴミの回収、分別

清掃道具等（火ばさみ、軍手等）を回収します。

・MS南東角にて、ゴミ回収・分別

（地域活動委員・中村環境事業所様）

①清掃道具回収： 火ばさみ・軍手

②ごみ分別： 可燃・不燃
資源（缶・ビン・ペットボトル）

１２：００ 終了・流れ解散 終了後、道具片付け

進行スケジュール

名
駅
街
協

会
長

★

中
村
区
長

様
★

司
会
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10:00～ 運営スタッフによる清掃道具ほか運搬、会場設営
～10:30 清掃道具渡し
10：30～ 開催挨拶（当協議会会長）

（中村区長挨拶）
清掃手順説明

10：45～ 清掃スタート
～12：00 ゴミ収集～解散（ゴミ受け渡し次第 各自解散）

立看板

のぼりは先導者が持つ

マイク用スピーカー

掃除道具の搬入

＊スタッフにて徒歩で運び入れます。
＊イベント全体に関わる道路使用許可を申請。

登壇者
挨拶（主催者・中村区長）

100Vｺﾝｾﾝﾄ

5

タワーズガーデン 配置図

清掃道具配布場所
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タワーズガーデン⇒清掃ルート

①名駅北ルート
②桜通ルート
③泥江町ルート
④錦通ルート

①名駅南ルート
②広小路ルート

登壇者
挨拶（主催者・中村区長）



名駅南ルート
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清掃ルート（６ルート）

ゴミ回収場所

名駅北ルート

名駅南エリア
（名駅南地区まちづくり協議会）

セレモニー会場
（タワーズガーデン）

名駅北ルート
名駅南ルート

・名駅通北、桜通、泥江町通、錦通、広小路通、名駅通南の６ルートを実施。
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清掃ルート（６ルート）

ゴミ集積場所

泥江町ルート

桜通ルート

セレモニー会場
（タワーズガーデン）

セレモニー会場
（タワーズガーデン）

錦通ルート
(西柳公園含む）

広小路ルート

桜通ルート
泥江町ルート

錦通ルート
広小路通ルート

・名駅通北、桜通、泥江町通、錦通、広小路通、名駅通南の６ルートを実施。
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ゴミ回収・道具返却場所

【ごみの集積について】

分別回収にご協力ください。

・可燃ごみ
・不燃ごみ
・資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）
（分別箱あり）

※中村環境事業所より（２名）
分別対応

【集積時間]

・11:00～11:30ごろ
活動時間までにお戻りください。

清掃後のごみは、
中村環境事業所様にて
分別回収をして頂きます。

（トラックにて回収）

ゴミ分別の際は、歩行者などの
通行の妨げにならないように
通路を確保し、誘導します。

ゴミ回収車 等
待機

※１０:３０
～１1:３０頃
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・前日17：00の天気予報で、実施の可否を判断する。
⇒降水確率が50%を超えている場合は中止とする。

・中止の判断をした場合は、すみやかに来賓・協力者、および参加企業連絡担当者に連絡を行う。

・準備段階で雨が降ってきた場合
⇒すみやかに中止の連絡をする

■雨天時の中止の連絡

■傷病、クレーム対応

・携帯電話等で事務局に連絡し、指示を仰ぎ、速やかに対応する。

緊急時対応

■緊急連絡網


