
 

 

 

平成２７年度の喫煙マナーアップキャンペーンの実績につきまして、以下のとおり報告します。 

多くの自治会・事業所・学校などの皆様よりご協力をいただきました。朝早くやまた冬場はとても寒い中、  

お仕事前や家事の合間に地域のために参加・活動していただき、本当にありがとうございました！ 

     

 

 

 

 

 

 

 

実施日 場所 参加人数 配布数 ごみ回収量 参加団体名   

4月 3日 小平駅 16 (人) 2100 （個） 3.1 （ｋｇ） 

・小平駅前町会   

・南会自治会   

・小平駅東地区自治会 

・西武鉄道株式会社東村山管区 

・青梅信用金庫 小平支店 

4月 15日 花小金井駅 67 (人) 3500 （個） 17 （ｋｇ） 

・せいぶ通り商店会 

・花小金井南町 1丁目自治会 

・花小金井南町 2丁目自治会 

・花小金井南町 3丁目自治会 

・嘉悦大学   

・株式会社りそな銀行 花小金井支店 

・株式会社りそな銀行 新入職員 

・多摩信用金庫 花小金井支店 

5月 8日 小川駅 21 (人) 2240 （個） 5 （ｋｇ） 

・富士見住宅自治会 

・中宿自治会   

・坂北自治会   

・西町四丁目自治会 

・桜自治会   

・小川東第三公園自治会 

・小川本町自治会 

・株式会社ブリヂストン 

・日本たばこ産業株式会社 

・西武鉄道株式会社 小川駅管区 

5月 15日 鷹の台駅 10 (人) 1600 （個） 1.3 （ｋｇ） ・協和会   

 キャンペーン総計 

実施回数      ２３回 

 参加人数     ４２９人 

 ごみ回収量 １１７．７ｋｇ 

 参加団体数   １１１団体 

 

自治会のみならず多くの市内事業所

の方々にも参加して頂きました！ 



・白梅学園大学   

・西武鉄道株式会社小川駅管区 

・日本たばこ産業株式会社 

6月 1日 一橋学園駅 11 (人) 1100 （個） 2 （ｋｇ） 

・ルネサスエレクトロニクス株式会社武蔵

事業所 

・小平市学園東町自治会 

6月 15日 新小平駅 9 (人) 840 （個） 2 （ｋｇ） ・株式会社ブリヂストン 

7月 1日 小平駅 10 (人) 1400 （個） 2 （ｋｇ） 
・南会自治会   

・日本たばこ産業株式会社 

7月 15日 花小金井駅 37 (人) 2500 （個） 7.8 （ｋｇ） 

・花小金井南町 1丁目自治会 

・花小金井南町 2丁目自治会 

・花小金井南町 3丁目自治会 

・株式会社りそな銀行 花小金井支店 

・株式会社りそな銀行 人材育成部 

・多摩信用金庫 花小金井支店 

・西武鉄道株式会社 

・日本たばこ産業株式会社 

8月 3日 小川駅 23 (人) 2100 （個） 6 （ｋｇ） 

・富士見住宅自治会 

・坂北自治会   

・西町四丁目自治会 

・桜自治会   

・旭町自治会                          

・小川本町自治会 

・株式会社ブリヂストン 

・日本たばこ産業株式会社 

・西武鉄道株式会社 小川駅管区 

8月 18日 鷹の台駅 7 (人) 560 （個） 1.5 （ｋｇ） ・たかの台自治会 

9月 1日 
一橋学園駅 

 （雨天中止） 
― (人) ― （個） ― （ｋｇ） 

 
  

9月 15日 新小平 9 (人) 900 （個） 2.5 （ｋｇ） 
・株式会社ブリヂストン 

・日本たばこ産業株式会社 

11月 5日 小平駅 15 (人) 2000 （個） 8 （ｋｇ） 

・小平駅前町会   

・ルネウエストロード商店会 

・南会自治会   

・富士建物管理株式会社 

・西武鉄道株式会社 

11月 5日 小川駅 34 (人) 1800 （個） 11 （ｋｇ） 

・小川本町自治会 

・坂北自治会   

・西町四丁目自治会 

・桜自治会   

・小川東第三公園自治会 



・旭町自治会   

・東町自治会   

・西武鉄道株式会社小川駅管区 

・株式会社ブリヂストン 

・ブリヂストン労働組合東京支部 

11月 5日 鷹の台駅 7 (人) 1050 （個） 0.5 （ｋｇ） 

・たかの台自治会 

・協和会   

・日本たばこ産業株式会社 

11月 6日 花小金井駅 30 (人) 3000 （個） 7 （ｋｇ） 

・せいぶ通り商店会 

・花小金井南町１丁目自治会 

・花小金井南町２丁目自治会 

・花小金井南町３丁目自治会 

・嘉悦大学   

・りそな銀行株式会社 花小金井支店 

・西武鉄道株式会社 

・野中東自治会   

・多摩信用金庫花小金井支店 

11月 6日 一橋学園駅 5 (人) 700 （個） 1 （ｋｇ） 

・学園東町自治会 

・ルネサスエレクトロニクス株式会社武蔵

事業所 

11月 6日 新小平駅 22 (人) 2300 （個） 7.5 （ｋｇ） 

・富士建物管理株式会社 

・日本たばこ産業株式会社 

・株式会社ブリヂストン 

・ブリヂストン労働組合東京支部 

1月 8日 小平駅 14 (人) 1200 （個） 2.6 （ｋｇ） 

・小平駅前町会   

・南会自治会   

・西武鉄道株式会社 

・日本たばこ産業株式会社 

1月 15日 花小金井駅 30 (人) 2780 （個） 9 （ｋｇ） 

・せいぶ通り商店会 

・花小金井南町１丁目自治会 

・花小金井南町２丁目自治会 

・野中東自治会   

・嘉悦大学   

・りそな銀行株式会社 花小金井支店 

・西武鉄道株式会社 

・多摩信用金庫花小金井支店 

・日本たばこ産業株式会社 

2月 1日 小川駅 17 (人) 2060 （個） 5.8 （ｋｇ） 

・小川本町自治会 

・坂北自治会   

・西町四丁目自治会 

・桜自治会   



・小川東第三公園自治会 

・株式会社ブリヂストン 

2月 15日 鷹の台駅 13 (人) 1680 （個） 2 （ｋｇ） 
・たかの台自治会 

・日本たばこ産業株式会社 

3月 1日 一橋学園駅 14 (人) 1400 （個） 3.1 （ｋｇ） 

・学園東町自治会 

・日本たばこ産業株式会社 

・ルネサスエレクトロニクス株式会社武蔵

事業所 

3月 15日 新小平駅 8 (人) 840 （個） 10 （ｋｇ） 
・日本たばこ産業株式会社 

・株式会社ブリヂストン 

 

 


