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被災地支援キャンペーン

『第二回被災学校に清掃用具を！』
報告書

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

キャンペーン委員会

【趣旨】

標記の「被災学校に清掃用具を！」と題し、会員各位より清掃用具を募り、7 月までに、支援を必要と

する宮城県・岩手県・福島県の 50 団体以上に清掃用具を配布いたしました。その最大の目的は、清掃の

仕事を生業のひとつとしているビルメンテナンス業界が、困窮している子どもたちの学びの場を救わな

ければならないときがあるとすれば、いまを置いて他にはないと考え、会員の皆さまのご協力の下、清

掃用具をご提供いただき、寄せられた清掃用具を被災地にお届けすることを目的に実施した結果であり

ました。本活動の第一回を実施した状況について改めて総括を行い、検討した結果、事業を継続して実

施していく必要があると判断し、以下のとおりに『第二回被災学校に清掃用具を！』と題して活動する

ことといたしました。

今回の第二回を実施するにあたって、第一回は宮城県への支援件数が多く、比較して他県への支援が少

なくなりました。そこで、第二回は岩手県、福島県、茨城県に重点をおくことといたしました。その結果、

10 月 18 日は岩手県宮古市、釜石市を訪問し、提供する資機材の受け渡しを行い、12 月 13 日は茨城県潮

来市を訪問し、関係者と資機材の受け渡しを行いました。また、潮来市を訪問した際には今回の取り組み

に対して茨城県教育委員会ならびに潮来市より感謝状をいただきました。



pg. 2

【運用内容】

１．会員よりご提供を募る清掃用具

ホーキ、チリトリ、モップ、モップ絞り器、デッキブラシ、トイレブラシ、バケツ、ぞうきん（タオル）、

清掃用洗剤、トイレ用洗剤、タワシ、ゴム手袋等

※提供品は、使用していない新品（一部、資機材を除く）。

※提供品の送料は、会員各位にて負担。

２．受付期限：平成 23 年 9 月 30 日

３．提供清掃用具の送付に関してのお願い事項

提供清掃用具リストをＦＡＸでご提出の上、用具を送付。

４．提供清掃用具の送付（集積）先

集積・中継・送付をホンダロジコム(株)（会長本多清治；当協会副会長－キャンペーン委員長－）にご

担当いただく。

５．送付先住所

〒496-0004 愛知県津島市蛭間町宮重 462 ホンダロジコム(株)津島物流センター

６．事務局担当 東日本大震災ビルメンテナンス対策本部（関内、大谷）

【広報】

インターネットや新聞・雑誌などを通して、被災地の要望を引き出すとともに、協力者を募る。また、協力

者企業についても、各媒体で公表する。

① 文部科学省 子どもの学び支援ポータルサイト

http://manabishien.mext.go.jp/

② 月刊ビルメンテナンス

③ 全国協会サイト

http://www.j-bma.or.jp/articles/20110427-113401
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【会員からの提供概要】

１．提供いただいた企業の皆さま

No 所属協会 会社名

1 北海道 （株）ベリージャパン

2 東京 オーブ・テック(株)

3 東京 （株）後藤ビルサービス

4 東京 （株）ビルテック

5 東京 (株)富士設備

6 東京 （株）ホシカワ

7 東京 桑都ビル管理(株)

8 東京 興和ビルメンテナンス（株）

9 東京 コニシ（株）東京本社

10 東京 東京美装興業（株）

11 東京 不二興産(株)

12 東京 技建開発（株）

13 神奈川 （株）ハリマビステム

14 埼玉 （株）クリーン工房

15 山梨 （株）信栄商会

16 山梨 甲府ビルサービス（株）

17 千葉 富津総合サービス（株）

18 静岡 （株）セイセイサーバー

19 愛知 (株)ＮＢＣ

20 愛知 （株）今福

21 愛知 （株）セイコー

22 愛知 （株）フジプロパティ

23 愛知 (株)名鉄クリーニング

24 愛知 （株）リブライト

25 愛知 管財（株）

26 愛知 近鉄ビルサービス（株）名古屋支店

27 愛知 タイガー総業（株）

28 愛知 太平ビルサービス（株）

29 愛知 テムズ中日（株）

30 愛知 東海ビル管理（株）

31 愛知 中日サービス(株)

32 愛知 日本空調システム(株)

33 富山 十全美装（株）

34 石川 （株）朝日商会

35 石川 （株）アドバンス北陸サービス

36 石川 (株)技研サービス

37 石川 （株）ジェイアール西日本金沢メンテック
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38 石川 中部ビル管理(株)

39 石川 日本海ビルサービス(株)

40 石川 ビューテック（株）北陸支店

41 石川 北陸ビルサービス（株）

42 石川 (有)小松メンテック

43 福井 福井ビル管理（株）

44 京都 和光建物総合管理(株)

45 滋賀 （株）ワタナベ美装

46 奈良 （株）和光

47 岡山 （株）研美社

48 岡山 (株)瀬戸内ビルサービス

49 広島 （株）コマップス

50 広島 さくらコーポレーション（株）

51 広島 広陽ビル管理（株）

52 福岡 （株）西日本美装

53 福岡 九州メンテナンス（株）

54 福岡 西部ビル管理（株）

55 熊本 （株）熊本サービスセンター

56 協会 (公社)京都ビルメンテナンス協会

57 賛助会員 （株）リンレイ

58 賛助会員 （株）リンレイ名古屋支店

59 賛助会員 (株)テラモト名古屋支店

60 その他 (株)白洋舎レンテックス東部事業所

61 その他 豊田総合ビルメンテナンス協同組合

62 個人 高橋朋子

２．ビルメンヒューマンフェアにて提供いただいた企業の皆さま

所在地 会社名

山形 ケミカル産業（株）

東京 （株）リンレイ

東京 ミドリ安全（株）

東京 住友スリーエム（株）

東京 東京サラヤ（株）

東京 山崎産業（株）

東京 （株）テラモト

神奈川 ディバーシー（株）
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３．提供頂いた物品

物品名 数量 単位

クリーナ（ガラス） 20 本

クリーナ(全般) 12 本

ゴム手袋 399 双

除菌剤（手脂） 175 ケース＆本

スポンジ 286 個

洗剤（全般） 974 本

洗剤（トイレ） 138 本

ぞうきん 510 枚

タオル 2,480 枚

ダストワイパー 20 本

ダストワイパー（替） 14 箱

タワシ 150 個

チリトリ（室内） 173 個

チリトリ（外） 44 個

デッキブラシ 275 本

トイレットペーパ 0 箱

トイレブラシ 334 本

バケツ 73 個

ホーキ（室内） 230 本

ホーキ（外） 266 本

モップ 94 本（糸付）

モップ（替糸） 297 枚

モップ（柄） 99 本

ポリ袋 2,190 枚

モップ絞り器 18 個

掃除機 46 台

高圧洗浄機 8 台

使い捨て手袋 442 箱

ポリッシャー 5 台

ワックス 2 枚

マスク 755 ケース

スクイジー 18

その他 124 個

総個数 10,671
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４．募金について

今回の支援を行うにあたってビルメンヒューマンフェア’11 in 新潟にて募金を募り、数多くの皆様から

ご賛同をいただくことができました。ここに厚くお礼を申しあげます。（募金総額：107,989 円）

５．支援の声

 先に県経由で物資提供をしており、今回はわずかばかりですがお役立てください。奈良から応援

しております。

 一日も早い復興をお祈り申し上げます。

 福岡から清掃用具と元気を送ります！日本人は強いというものを見せつけましょう。これからも

応援します。

 大変に少なくて申し訳ありません。

 震災から５ヶ月が過ぎました。まだまだご不便な生活を送られていらっしゃる中で、本当に微力

ではありますが、皆さまのお力添えになればと思います。毎日の清掃活動にお使いいただければ

幸いです。

 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

皆さまの安全と一日も早い復興をお祈り申し上げます。

 大変お手数ですが、お届けくださいますよう宜しくお願いします。

 少しでも気持ちのよい学校になるため、お役立てください。全店の支援として送付させていただ

きます。

 お役立てください

 些少ではありますが、よろしくお願いいたします。

 いつも気にかけています！

 がんばろう日本、ささえよう日本、できることをできるだけながく。

少しですが、お役に立てば幸いです。

 負けないでがんばってください。

６．集積、発送について

前回と同様に多数の関係者の皆さまにご協力頂きました。特に集積・仕分・検品・発送の様々な作業や場所

の提供として両社（ホンダロジコム(株)、アトラスカーゴサービス(株)）のご尽力がなければ、本事業は成

立しませんでした。改めて、お礼申し上げます。

※事務局より：前回と同様に各方面から日々、様々な要請や要望があり、物流管理の方々に相当なご苦労と

ご迷惑をおかけしました。
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【学校・団体への支援概要】

１． 岩手県を中心に支援を実施した団体とその支援用具

(1) 岩手県宮古市教育委員会

シダホーキ 60 本、自在ホーキ 30 本、ダストパンちりとり 30 個、モップ（柄・糸）20 本、モップ柄

30 本、モップ糸 100 個、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ﾄﾞﾗｲ）20 箱、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ｳｪｯﾄ）20 箱、デッキブラ

シ 60 本、トイレブラシ 77 本、タオル 500 枚、雑巾 160 枚、たわし 20 個、手指消毒液 50 箱、ジェル

消毒液 30箱、万能洗剤(ｽﾍﾟｰｽｼｮｯﾄ）30 箱、ゴム手袋 16双、マスク(50 枚入り）30 箱、ポリｸﾞﾛｰﾌ （゙100

枚入り）21 箱、ポリ袋（４５L）1290 枚、ポリ袋（７０L）300 枚、火バサミ 10本、バケツ 32 個、掃

除機 7器、ポリッシャー2 器、エンジンジェット洗浄機 1 器、トイレットﾍﾟｰﾊﾟｰ 10 箱

(2) 岩手県釜石市教育委員会

シダホーキ 12本、自在ホーキ 10 本、ダストパンちりとり 10個、モップ（柄・糸）10 本、モップ柄 5

本モップ糸 14個、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ﾄﾞﾗｲ）5箱、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ｳｪｯﾄ）5箱、デッキブラシ 20本タ

オル 84 枚、雑巾 100 枚、スポンジたわし 360 個、手指消毒液 15箱、ジェル消毒液 10箱、万能洗剤(ｽ

ﾍﾟｰｽｼｮｯﾄ）10 箱、ガラスクリーナー32 本、ポリ手袋（1000 枚入り）3 箱、マスク(50 枚入り）9 箱、

ポリ袋（９０L）300 枚、掃除機 2 器、ポリシャー2 器、エンジンジェット洗浄機 1 器

(3) 岩手県内小中学校（計 29 校）

宮古市立田老第一中学校、釜石市立白山小学校、釜石市立小佐野小学校、釜石市立釜石中学校、釜石

市立釜石東中学校、釜石市立甲子中学校、釜石市立甲子小学校、釜石市立大平中学校、釜石市立平田

小学校、釜石市立唐丹中学校、釜石市立栗林小学校、釜石市立唐丹小学校、大船渡市立赤崎中学校、

大船渡市立綾里小学校、大船渡市立大船渡小学校、大船渡市立赤崎小学校、大船渡市立越喜来小学校、

陸前高田市立小友小学校、陸前高田市立広田中学校、陸前高田市立米崎中学校、陸前高田市立気仙中

学校、陸前高田市立気仙小学校、山田町立轟木小学校、山田町立荒川小学校、山田町立豊間根小

学校、山田町立船越小学校、大槌町立吉里吉里小学校（2 箇所）、山田町立山田中学校、山田町

立山田南小学校

（それぞれの学校に）

シダホーキ 6 本、自在ホーキ 3 本、ダストパンちりとり 3 個、モップ（柄・糸）2 本、モップ柄 3 本、

モップ糸 10 個、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ﾄﾞﾗｲ）2 箱、ﾙｰﾑﾌｨｯﾄﾜｲﾊﾟｰｼｰﾄ(ｳｪｯﾄ）2 箱、デッキブラシ 6本、トイ

レブラシ 8本、タオル 50枚、雑巾 10 枚、たわし 2個、手指消毒液 5 箱、ジェル消毒液 3 箱、万能洗剤

(ｽﾍﾟｰｽｼｮｯﾄ）3 箱、ゴム手袋 10 双、マスク(50 枚入り）3 箱、ポリｸﾞﾛｰﾌﾞ（100 枚入り）1 箱、ポリ袋

（４５L）80 枚、ポリ袋（７０L）30 枚、火バサミ 1 本、掃除機 1 器、トイレットﾍﾟｰﾊﾟｰ 1 箱

(4) 気仙沼市立大谷小学校

シダホーキ 6 本、自在ホーキ 3本、ダストパンちりとり 3 個、モップ（柄・糸）2本、モップ柄 3 本、

デッキブラシ 6本、トイレブラシ 8本、タオル 50枚

(5) NPO 法人寺子屋方丈舎元気玉プロジェクト事務局

トイレットペーパー12箱

２． 茨城県内の支援を実施した団体とその支援用具

茨城県内の各種学校からのご要望は合計で 238 校にのぼりました。そのため、会員企業よりご提供いただ

いた物品だけでは足りず、ヒューマンフェアにてお預かりした募金を基に(株)テラモトより資機材を購入

し配布いたしました。
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なお、支援用具の配布にあたっては、238 校すべてに行き渡るように学校を規模別（生徒数）に分類しま

した。その上で、自在ホーキ、ちりとり、モップ、替糸、デッキブラシ、トイレブラシ、バケツをそれぞ

れ 3 本ずつ送る学校と 5本ずつの学校、さらには 8 本ずつの学校として提供しました。

(1) 茨城県内各種学校（計 238 校）

鉾田市立新宮小学校、鉾田市立徳宿小学校、牛久市立岡田小学校、竜ヶ崎市立城南中学校、稲敷市

立鳩﨑小学校、鹿嶋市立豊郷小学校、常総市立岡田小学校、桜川市立岩瀬小学校、茨城県立三和小

学校、行方市立行方小学校、行方市立大和第三小学校、つくばみらい市立東小学校、竜ヶ崎市立川

原代小学校、常総市立豊岡小学校、行方市立玉造中学校、茨城県立結城第二高等学校、茨城県立水

戸南高校、鉾田市立上島西小学校、北茨城市立中郷第一小学校、鉾田市立大竹小学校、土浦市立藤

沢小学校、鉾田市立当間小学校、行方市立玉造西小学校、桜川市立樺穂小学校、鉾田市立旭南小学

校、常総市立菅生小学校、鹿嶋市立はまなす幼稚園、小美玉市立玉里東小学校、東茨城郡茨城町立

長岡小学校、鹿嶋市立波野小学校、鹿嶋市立第二幼稚園、桜川市立坂戸小学校、土浦市立東小学校、

鹿嶋市立中野西小学校、那珂市立額田幼稚園、茨城県立土浦養護学校、潮来市立牛堀小学校、茨城

県立友部東養護学校、北茨城市立石岡小学校、龍ヶ崎市立城西中学校、鉾田市立青柳小学校、北茨

城市立関本第一小学校、水戸市立内原幼稚園・保育所、東茨城郡大洗町立第一中学校、鹿嶋市立第

一幼稚園、茨城町立梅香中学校、小美玉市立堅倉幼稚園、小美玉市立下吉影小学校、行方市立津澄

小学校、つくばみらい市立谷伊田小学校、北茨城市立常北中学校、水戸市立梅が丘幼稚園、茨城県

立日立第一高等学校、茨城県立鹿島高等学校、牛久市立中根小学校、常陸太田市立誉田小学校、水

戸市立飯富幼稚園、桜川市立南飯田小学校、鹿嶋市立平井中学校、那珂市立第三中学校、鹿嶋市立

大同西小学校、鹿嶋市立豊津小学校、那珂市立本米崎小学校、潮来市立延方幼稚園、那珂市立芳野

小学校、常総市立菅原小学校、那珂市立瓜連中学校、北茨城市立中郷中学校、水戸市立第四中学校、

茨城県立真壁高等学校、稲敷市立東中学校、那珂市立木崎小学校、鉾田市立旭幼稚園、水戸市立内

原中学校、牛久市立牛久第二中学校、水戸市立寿小学校、桜川市立桃山中学校、桜川市立桜川中学

校、鉾田市立鉾田小学校、北茨城市立中郷第二小学校、那珂市立第四中学校、鹿嶋市立高松小学校、

那珂市立五台小学校、稲敷郡河内町立生板小学校、土浦市立神立小学校、水戸市立上大野小学校、

土浦市立荒川沖小学校、石岡市立園部小学校、那珂市立菅谷東小学校、下妻市立騰波ノ江小学校、

常陸太田市立瑞竜小学校、那珂市立第一中学校、常陸太田市立太田中学校、常陸太田市立久米幼稚

園、水戸市立緑岡小学校、河内町立長竿小学校、常陸大宮市立緒川中学校、常陸太田市立山田小学

校、常陸太田市立水府中学校、土浦市立土浦第一中学校、茨城県立盲学校、桜川市立桃山中学校、

石岡市立園部中学校、高萩市立秋山小学校、大洗町立磯浜小学校、下妻市立蚕飼小学校、水戸市立

双葉台小学校、高萩市立高萩中学校、常総市立大生小学校、那珂市立横堀小学校、石岡市立北小学

校、竜ヶ崎市立久保台小学校、行方市立手賀小学校、鉾田市立白鳥東小学校、高萩市立高萩小学校、

常陸大宮市立第一中学校、高萩市立秋山中学校、石岡市立柿岡小学校、常陸大宮市立大宮小学校、

鉾田市立鉾田幼稚園、土浦市立真壁小学校、鉾田市立鉾田南中学校、潮来市立大生原小学校、行方

市立玉造小学校、常陸大宮市立大宮北小学校、水戸市立内原小学校、高萩市立君田中学校、那珂市

立菅谷小学校、常陸大宮市立大賀小学校、鉾田市立鉾田北幼稚園、常陸大宮市立上野小学校、北相

馬郡利根町立文小学校、常陸太田市立金砂郷小学校、北茨城市立磯原中学校、常陸太田市立北中学

校、常陸太田市立小里小学校、水戸市立飯富小学校、常陸大宮市立第二中学校、笠間市立箱田小学

校、常陸太田市立幸久幼稚園、小美玉市立羽鳥小学校、水戸市立吉沢小学校、行方市立太田小学校、

神栖市立神栖第三中学校、水戸市立国田小学校、石岡市立府中小学校、石岡市立石岡小学校、
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神栖市立若松幼稚園、土浦市立山ノ荘小学校、常陸太田市立佐竹小学校、北茨城市立大津小学校、

常陸大宮市立緒川小学校、神栖市立軽野東小学校、笠間市立大原小学校、北茨城市立関本中学校、

神栖市立波崎第四中学校、神栖市立大野原西小学校、茨城県立牛久栄進高等学校、茨城町立川根小

学校、認定こども園茨城町立沼前幼稚園、笠間市立笠間中学校、常陸大宮市立大場小学校、潮来市

立潮来第二中学校、石岡市立国府中学校、鉾田市立諏訪小学校、つくばみらい市立谷和原中学校、

笠間市立南中学校、那珂市立瓜連小学校、高萩市立秋山幼稚園、土浦市立菅谷小学校、常総市立石

下小学校、土浦市立下高津小学校、神栖市立柳川小学校、水戸市立見川小学校、桜川市立紫尾小学

校、土浦市立土浦第二小学校、行方市立小貫小学校、常総市立玉小学校、利根川町立布川小学校、

大槌町立大槌小学校、笠間市立稲田小学校、那珂市立菅谷西小学校、水戸市立酒門小学校、常陸大

宮市立山方南小学校、龍ヶ崎市立大宮小学校、稲敷郡阿見町立阿見中学校、茨城県神栖市立植松小

学校、土浦市立上大津東小学校、下妻市立東部小学校、笠間市立笠間幼稚園、茨城県鉾田市立舟木

小学校、土浦市立土浦小学校、潮来市立徳島小学校、陸前高田市立小友中学校、茨城県立北茨城養

護学校、行方市立三和小学校、茨城県立水戸農業高等学校、神栖市立矢田部小学校、稲敷市立あず

ま東小学校、陸前高田市立高田小学校、潮来市立日の出中学校、笠間市立佐城小学校、常陸太田市

立佐都小学校、稲敷市立古渡小学校、笠間市立稲田幼稚園、阿見町立舟島小学校、水戸市立千波中

学校、那珂市立第二中学校、常陸大宮市立山方小学校、水戸市立吉田小学校、茨城県立友部東養護

学校、境町立静小学校、茨城県立大子清流高等学校、行方市立羽生小学校、つくばみらい市立伊奈

東中学校、常総市立大花羽小学校、茨城県立太田第二高等学校里美校、つくばみらい市立小絹中学

校、茨城県立磯原郷英高等学校、稲敷市立浮島小学校、鹿嶋市立三笠小学校、龍ヶ崎市立愛宕中学

校、稲敷市立沼里小学校、桜川市立大国小学校、常総市立五菌小学校、結城市立結城西小学校、北

茨城市立精華小学校、行方市立北浦幼稚園、北茨城市立関南小学校、茨城県小美玉市立玉里小学校、

北茨城市立中妻小学校

(2) 潮来市教育委員会

シダホーキ 12本、モップ柄 10 本、モップ替え糸 10 個、水切り(スクイジー)5 本、水切り（替

え）35 個、ライトモップ 10 本、ライトダスター（替え）7 ケース、モップ絞り器 6 台、くりたわし

8 個、スポンジタワシ 19 個、キッチンスポンジ 2 セット、ナイロンタワシ 2 個、キッチンブラシ 1

個、ゴム手袋 30 双、プラスチック手袋 2 ケース、マスク 9 ケース、洗濯バサミ 1セット、クリ

ーニングバケット 16 ケース、中性トイレクリーナー4 ケース、手指消毒クリーナー65 ケース、文化

チリトリ 5ケース、高圧洗淨機 5 台、トイレットペーパー10 ケース



pg. 10

３． 支援団体からの御礼や写真

釜石市教育委員会よりお礼の手紙

宮古市教育委員会よりお礼の手紙
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岩手県釜石市立釜石中学校よりのお礼

このたびは、清掃用具などをお送りいただき、ありがとうございました。

申し訳ないという気持ちと、いただけるものならという相反する気持ちで最小限度の清掃用具を希望

し、ファックスさせていただいたところでした。

１０月１９日に届きましたが、希望したほかにもたくさんの物品を届けていただき、びっくりすると同

時に恐縮しております。本当にありがとうございました。大事に使わせていただきます。

現在、本校（生徒数４１８名）は、被災した「釜石東中学校（生徒数１８６名）」と一緒の学校生活を

送っております。教職員も合わせるとかなりの人数で、トイレをはじめ、校舎内は大変汚れやすくなっ

ております。

岩手県大船渡市立越喜来小学校よりのお礼

この度は、たくさんの清掃用具を無償でいただき、心よりお礼申しあげます。

本校は、大津波により校舎壊滅になったため、現在、隣校の校舎に間借りしております。

間借りと言いましても、来年度統合する学校でありまして、当分の間、統合校の校舎になるよていです。

頂戴しました、清掃用具は、今後大事に使わせていただきます。誠にありがとうございました。

まずは、お礼の挨拶とさせていただきます。

岩手県大船渡市立大船渡小学校よりの写真



pg. 12

茨城県高萩市立秋山中学校よりのお礼

このたびは、被災学校への清掃用具の支援をありがとうございました。暖かいご配慮に感謝いたし、

厚くお礼申し上げます。

引き続き被災地へご支援をいただければ、たいへんありがたく思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

茨城県鹿嶋市立第二幼稚園よりのお礼

厳寒の候貴協会ますます御盛栄のこととお喜び申し上げます。

さて、この度は東日本大震災で被災しました鹿嶋市立第二幼稚園に清掃用具をお送りいただき誠に有り

難うございました。

現在、第二幼稚園は第五幼稚園をお借りして保育活動を行っておりますが、高松小学校内に新園舎を

建設中で来年三月には完成する予定でございます。

清掃用具は新園舎に移りましてから活用させていただきたいと考えております。大事に使わせていた

だきます。

今後ますます寒さが厳しくなってまいります。貴協会の皆様も御自愛のうえお過ごしください。

まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

水戸市立上大野小学校よりお礼の手紙
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【茨城県つくばみらい市立東小学校よりの写真】 【茨城県北茨城市立関南小学校よりの写真】

【茨城県水戸市立立見川小学校よりの写真】 【茨城県水戸市立千波中学校よりの写真】

【茨城県石岡市立園部中学校よりの写真】 【茨城県潮来市立うしぼり幼稚園よりの写真】
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４． 受け渡しについて

被災地支援キャンペーン『被災学校に清掃用具を！』第 2 弾につきまして、10月 18 日に岩手県の宮古市、

釜石市の各教育委員会を訪問し、贈呈式を行いました。12月 13 日は茨城県潮来市を訪問し、潮来市長を

始め、関係者と資機材の受け渡しを行いました。その際に茨城県教育委員会ならびに潮来市より感謝状を

いただきました。

【宮古市の訪問】

【釜石市の訪問】

【潮来市の訪問】

【茨城県教育委員会からの感謝状】 【潮来市からの感謝状】
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【今後について】

今回のキャンペーンで被災学校に清掃用具を送る活動は、合計 2 回となりました。私たちは被災地を訪問す

ることより、改めて復興までの道のりは遠く、状況は依然として厳しい現実であることも理解しました。

その一方で清掃用具を提供した学校、教育機関からは数多くのお礼の声をいただいております。これは、善

意の輪が確実に広がっている結果であると考えます。キャンペーンにご賛同いただいた会員企業を始め、関係

各位に改めてお礼を申し上げます。

なお、今回の活動では特に高額な資機材（高圧洗浄機・掃除機・ポリッシャーなど）に関しては未使用の機

材のみならず、広く提供を呼びかけさせていただいた結果、数多くの資機材が集まりお届けすることができま

した。これらの資機材については各校に個別に配布するより教育委員会にお預けし、それぞれの学校が必要に

応じて借り受けるという方法が最善と考え、提供させていただきました。

委員会では今後とも被災地のおかれた厳しい現実を踏まえ、ビルメンテナンス業が果たすべき役割とその支

援のあり方について検討を行い、継続した活動のあり方を考えていきたいと思います。


