


継美隊とは
ゴミ拾い活動をして継続的に

海や地球を綺麗な状態で後世に残す為に作られたものである。
すなわちこの想いがある人は既に継美隊である！

継美隊発案者 ⼋坂⼯芸 堀⽥進



⼋坂⼯芸は継美隊を商標登録し全国の継美隊の活動を守っています。

商標第6503506号 第6503507号

継美隊



地域様々なレジャー施設、管理施設はありますが、
我々⽇本⼈の⾏動範囲には⾏政や⾃治体、
企業の管理が⾏き届かない⼟地が多数あります。

そのような⼟地ほど資源は多くたくさんの⼈たちが
休⽇のレジャー等で訪れます。
しかし、⼀部の⼼無い⽅のマナーの悪さでやむを得ず閉鎖や
⽴ち⼊り禁⽌となってしまうことが多く⾒受けられます。

ボランティア活動として、
⼟地の美化や治安維持に奔⾛している⼈たちもいます。
そういった⽅たちの活動をサポートするために
世界中の楽しめる場所、美しい場所を
気持ちよくいつまでも使⽤出来るように
「継美隊」を提案いたします。

⼋坂⼯芸からの「継美隊」のご提案



「継美隊」のユニフォーム

このTシャツを着て遊んで下さい。
遊びに⾏って下さい。

あなたが⾝につけて⾏く先々で、
ほんの少しの気配りをするだけで
輪が広まります。

⾏く先々で出会う同じマークの⼈たち
あなたの胸のマークは
何かしらの「活動団体」の為のマークではなく
⼀⼈ひとりの意識を繋げていく為のマークです。



八坂工芸が繋げる
「未来」の継美隊のビジョン



企業が継美隊に協賛することで出来る事 ⼋坂⼯芸が企業の商品に「継美隊」を印刷するこ
とで、その商品の付加価値が⽣まれる。それはただの付加価値ではなく、「継美隊」の印
刷された商品を購⼊することで認定 NPO、NGO に寄付ができる仕組みなので、
企業にとってはこれからの時代に寄り添ったビジネスプランとしてコラボレーションが可
能となる。
これは⼩さなゴミと⼀緒のような、⼋坂⼯芸という⼩さな町⼯場が起こすプロジェクトで
ある。

1.企業とのつながり



2.Tシャツを企業で買うことのメリット
継美隊 T シャツの右袖に企業ロゴを⼊れることが可能。

(それ以外でもデザイン変更可 能。) 

それを買うだけで環境保全に貢献しているので、企業が海⻲や継美隊のロゴ⼊りコラボ グッズを販売や配
布した場合のイメージアップにつながる。 企業の広告宣伝費として使われる予算に継美隊を取り⼊れるこ
とで、その商品に対して ドラマが⽣まれる。 今まで、販促品は企業側がノベルティを作るための⽬的とし
ては「流⾏っているから」「認 知度を上げるため」などの印刷のみだった。

ここで海⻲や継美隊のプリントが⼊ることにより、ノベルティを渡す際に寄付ができる 仕組みになり、ノ
ベルティの意味(環境を考えた付加価値、)が⽣まれる。

現在、継美隊は個⼈で活動する⽅々が主だが、環境について⾒直されている今、企業が継美隊をバック
アップすることで、企業は個⼈で活動する⽅々を応援することにつながる。 今までの「無駄」から、間に
寄付が⼊ることによって、地球環境への取り組みの意味があるもので、渡された⼈の意識を変える期待が
できるノベルティになる。





3.個⼈の思いを形にできるのが「企業」
現在、継美隊 T シャツを着て活動している⽅々は、環境保全に対して意識のある⼈や、

関⼼を持ってしっかりと未来の地球のヴィジョンを持っている⼈が多い。

しかし、個⼈個⼈の⼒では、その思いに辿り着けない量のゴミが毎⽇捨てられている。

ゴミを捨てる側から拾う⼈間になるには、全国の継美隊が啓発し続けることが重要。

そのような本気のクリーン作戦を実⾏している継美隊に、⼼の折れそうになった時やゴミ拾いをしていて
の楽しみとして、今後様々な継美隊グッズを作成することを企画している。

そのグッズの作成も継美隊 T シャツの売り上げから作成されるため、企業が協賛(継美 隊を購⼊)または⼋
坂⼯芸とコラボレーションすることによって良い経済の循環が⽣まれ、継美隊を着て活動する⽅々が今ま
で以上にますます楽しめるゴミ拾いが可能となる。



4.海がないから継美隊は関係ない..それは違
う。内陸の⼈こそ継美隊を着るべき理由
継美隊の T シャツの特徴として、活動場所の海域と、海域コードが印刷されている。
間違えられがちだが、実は内陸、⼭間部の⽅こそ継美隊活動を推奨する。

ちゃんとした⽅法で捨てられなかったゴミが⼭、川、街、そして海に辿り着く前に、⾷い⽌めるには、海
岸沿いを清掃する⼒だけでは⾜りない。
内陸の⽅は⾃分の活動地域からどこに川が流れ着いているかを確認し、その海域コードを⾝につけて活動
することが⼤切。
海洋汚染やマイクロプラスチックの問題は海だけではないし、⼈ごとではない。
ましてや⽇本だけの問題でもない。 海に流れ出るものはゴミだけではなく、ダイオキシンを含む農薬等に
も⽬を向けなければならない。
将来の⼦供たちの安全な⾷事や健康的な⽣活のためにも、今できることを国 全体で⾏動するべきなのであ
る。
全てが繋がっていることに気がついた⼈は、能書きを並べる前に継美隊活動をするようになる。



5.⼈と⼈とのつながりがあるからこそ、
ゴミ拾いの継続が可能になる
継美隊は団体ではないため、個⼈やボランティア団体が個々に活動している。

今まで個⼈でゴミ拾い活動をしていた⼈が、その地域の活動で継美隊 T シャツを着る事によって、

⼀⼈ではない「つながり」を感じることができ、⼼が折れにくくなったという声もいただいた。

また、離れた地域でのリモートゴミ拾いをすることで、⼀体感と責任感も⽣まれ、より⼀層やりがいを感
じることができる。

また、別の海域に遊びに⾏った時に、⾏く先々で同じマークを背負っている⼈がいることによって、

親近感を覚え、コミニュケーションを取りやすくなる。

輪が広がり、活性化も⽣まれ、刺激を覚え、⾃分の海域の活動にも⼀層熱が⼊る。



しかし、様々なポリシーを持って活動されている⼈も多々いるので、

団体にせず、それぞれの地域の活性を考えて活動している⽅々をサポートできるのが継美隊の強みであ
る。

個々の活動の尊重は⼀番だが、

まずは⾃分のレジャーや⽣活の範囲の環境保護=継美隊 になることが⽬標。

今ゴミ拾い活動をしている⼈が継美隊を着て認知度が上がった場合の効果の期待として、

極端にいうとゴミ拾いしている⼈は着なくてよいとも⾔える。

ゴミ拾いをしたくないが、ゴミ拾いはいいことだと思っている⽅が継美隊 T シャツを普段から着ることで
ゴミ拾い活動している⼈たちを応援ができる。

継美隊が広まって認知度が上がれば、ゴミ拾いしている⼈の為にも環境保全の啓発がさらに促される為
だ。

ゴミ拾いをする「継美隊」は、従来の継美隊 Tシャツ、ゴミ拾いを応援する「継美隊」 は、海⻲のみのさ
まざまなシーンで着られるデザインにすることで、気軽に私たちの⽣活 に継美隊が定着する。



6.寄付の流れは明確な団体に
継美隊 T シャツは購⼊することで、10%から20%が認定 NPO、NGO 法⼈団体に寄 付される仕組み。
ではどのような団体に寄付するか。

国または県の “認定” を受けた NPO、NGO 団体はもちろん、
さらに⺠間だと国境なき医師団への寄付をしている。
それらの団体に寄付をするのは誰でもできるが、なぜ⼋坂⼯芸が寄付をするのか。
例えば継美隊 T シャツを購⼊してゴミ拾いをして、影響を受けた⼈が継美隊 T シャツを購⼊するとする。
そして売り上げから⼋坂⼯芸が国境なき医師団に寄付をする。
もしもその寄付が少なからず命を救ったら、
地球を綺麗にしながらさらに良い取り組みに関わった事になる。
寄付された⼤切なお⾦が、不透明な使い⽅をされないように、
⼋坂⼯芸が慎重に選んだ団体への寄付を必ずする。
個⼈を応援するのが⼋坂⼯芸で、⼋坂⼯芸を応援するのが企業。
個⼈を⽀え、認定団体をつなげる「架け橋」こそが、継美隊の本来の⽬的なのである。



7.国を相⼿にできる理由
ゴミ問題は他国からの漂流物、他国で出す⽇本企業のゴミから
国境問題にまで繋がってい る根深い問題である。
継美隊を広める事により、国全体の本来調査すべき環境状況、これから発⽣する環境調査に関して、
海域コードごとのゴミの量や種類を集計調査することが可能となる。
⽇本を統⼀する事で集計しやすい体制ができたら、未来に向けての対策もできるようになる。
今こそ地球のためにできることのデータ化。
その為の海域コードなのである。
継美隊を通じて国⺠が環境意識に⽬覚め、注⽬することで、⾝近な選挙にも関⼼が向く。



協賛団体様紹介



認定NPO法人 オーシャンファミリー様

「海は面白くて楽しい」「海はすばらしい」そして
「海は大切だ」を合言葉に、
次代を担う子どもたちを中心に海の環境教育に関する事
業を行い、
地球環境の保全と、持続可能な社会作りを目的に活動を
しています。
年間を通じてスノーケリングや磯の生きもの観察などの
自然体験活動を行い、
魚や海の生きものについて学び、
さらに海から地球環境全体を考える学びの場を提供して
います。

https://oceanfamily.jp

https://oceanfamily.jp/


NPO水辺基盤協会様

https://www.npo-mizube.jp

水辺を少し考えてみる。

日本の水辺からゴミをなくし、健康的な魚の泳ぐ水辺の構築
を進めております。
私たちは日本の水辺環境をいつも考えています。
過去も現在も未来も！
1995年にスタートした釣り人による霞ヶ浦の湖岸清掃に端を
発し、現在では全国の水辺で釣り人による清掃活動が行われ
ています。釣り人は水辺の監視委員と言われる通り、不法投
棄されたゴミを回収し、水環境を守って行きます。
水辺のゴミを回収し、水辺の環境基盤を整備することで、未
来永劫に至り日本の釣りを守ることができます。ゴミだらけ
になった水辺の環境を回復し、保全する活動を継続しつつ、
家族や友人を伴って自然環境に身をゆだねることは、近未来
の日本人の環境に対する意識向上に必要になっています。



一般社団法人 ふくおかFUN様

https://fun-fukuoka.or.jp

「自然伝承」
海の中は驚きや発見、感動に満ちています。
この自然豊かな日本に暮らす人々に、ダイバーだけが知って
いる海の不思議や素晴らしさ、豊かさを伝えていこう。
ふくおかFUNはそういう想いからスタートしました。
僕らが行う活動はとてもシンプルです。
市民、行政、企業、学校、地域の皆さんと連携・協働し、
水中世界でくり広げられている生物の営みの発見や、非日常
の感動、自然を大切に想う心を共有すること。
そんな場面を一つでも多く創り出していくことが、
この日本に残る豊かな自然を次世代まで守り継いでいくこと
につながる。
そうした想いを込めて「自然伝承」という言葉を我々の理念
といたします。
小さな一歩の積み重ねがやがて大きな輪となるように、私た
ちはこれからも活動を続けていきます。



2021継美隊活動報告



J：COM様



茨城県大津港加工協同組合様

継美隊大津加工協

大津加工協



継美隊の広がり
継美隊発⾜から約１年。23箇所＋湖⼆箇所（琵琶湖・
霞ヶ浦湖）の継美隊Tシャツが広がりました。
賛同し、ご購⼊いただき本当に有難うございます。

想いが同じなら継美隊。嬉しいことにTシャツがなくても
各SNSでハッシュタグにて繋がる継美隊も各地にいま
す。

全国の継美隊のためにも、理念を理解してください。
わかった上で、良いと思ったら選択をしてください。
あなたのフィールドはあなたのものでもありますが、
未来の地球のものなのです。

どうか、継美隊を『上⼿に利⽤』してください。
本物のポリシーを持った⽅々だと信じて、
私たち⼋坂⼯芸も全⼒で取り組んで⾏きます。



寄付先
2021.9⽉
継美隊売上⾦額 338,600円
内企業購⼊株式会社ジェイコム埼⽟・東⽇本草加局様
⾦額の15％を認定NPOオーシャンファミリー様とふくおかFUN様に寄付させて頂
きました。

2022.3⽉
継美隊売上⾦額 496,000円
内企業購⼊ ⼤津港 ⽔産加⼯業協同組合様
⾦額の15%より2021.10
国境なき医師団様 に寄付させて頂きました。



イベント寄付⼋坂⼯芸より継美隊活動イベント等にてトートバッグ・グッズ提供

仙南サーフ⼀袋運動様
上越⽩⾺継美隊寺島めぐみ様
東京湾 南千住ロンミミ様
⼤阪OAFE様
東京湾 JUNKO様
⼀般社団法⼈スマイルストーリー様

⿅島灘サーフクリーン様
ゴミオフ様
ライトワーカーズ様
コースケゴミ拾うチャンネル様
（マイプラ拾い⼤会）
ふくおかFUN様
霞ヶ浦⽔辺基板協会様

GRIT様
WGF様
プロギングにいがた様
ウミゴミラボ様
荒川TRUSH様
タコハイ藤沢 warunori様
ペラーダジュニアーズ様

城ヶ島クーリン⼤作戦様
釣りモニチャンネル様
釣り旅なかじけ様
だっぺよ!釣⾏記様
静岡フィッシングボランティア様
伊勢湾三河湾 ニシヤン様
遠州灘 岩井義忠様

⼋坂⼯芸では、企業で商品価値がないと判断され
廃棄処分されるトートバッグ等の在庫を購⼊し、
新たに使⽤価値をつけてボランティア団体や
イベント主催者に無償で提供し、活動を応援する
取り組みをしております。
主な商品販売提供元：トレードワークス様
その時と場所の限定デザインのため、イベント参加者様
に⼤変喜ばれております。
活動を知ってもらうための集客ノベルティに⼿応えを感
じました。
これは、⼋坂⼯芸の技術者たちがいる印刷会社だから
スマートにお渡しできる仕組みなのです。

2020-12〜現在までのご提供先





継美隊イベント
継美隊発⾜初の継美隊イベント開催。

2021年7⽉22⽇から8⽉22⽇
継美隊フォトコンテスト
継美隊Tシャツを着ていない⽅も参加可能。

審査委員の⼼を掴んだフォトに
限定グッズとプレミアムTシャツをプレゼントし
た。





2022年11⽉６⽇から12⽉12⽇
⽇本ゴミ拾いフォトコンテスト（コラボイベント協賛１２団体個⼈）敬称略
ウミゴミラボ・チームウミネコ・⿅島灘サーフクリーン・⾵薫る・ゴミ拾いコースケ・
DUO・釣り旅なかじけ・仙南継美隊・⼭崎⾠也・岩井義忠・ゴミ拾いドレッドKAZUKI・
継美隊（⼋坂⼯芸）



• 釣り旅なかじけ・継美隊なかじけTシャツ
• 仙南継美隊・Had厳選福袋

＆コラボサコッシュ（⼋坂⼯芸提供）
• ⼭崎⾠也・厳選ルアーセット
• 岩井義忠・再⽣ピンバッジ&
コラボサコッシュ（⼋坂⼯芸提供）

• ゴミ拾いドレッドKAZUKI・継美隊コラボオリジナル
イラストエコバッグ

• 継美隊（⼋坂⼯芸） 継美隊スタジャン

提供
• ウミゴミラボ・クラゲレンゴウumiamiイヤリング
• チームうみねこ・だっぺよ！釣⾏記厳選福袋
• ⿅島灘サーフクリーン・限定まなめキャップ

＆ステッカーセット
• ⾵薫る・ヒラメキーホルダー
• ゴミ拾いコースケ・コースケステッカー

&コラボサコッシュ（⼋坂⼯芸提供）
• DUO ・DUOマスクセット



各部⾨別ハッシュタグTシャツ（⼋坂⼯芸提供）
※なお、夢拾いのみ代表者からの提案でハッシュタグなし希望に沿ったオリジナルデザイン作成



継美隊グッズ紹介















2022年活動計画
• ⽉⼀定例報告会交流会zoom
各隊員報告の場を作り、交流会を定期的に開催します。
情報交換と全国の各隊員が繋がることでさらにモチベーションが上がることを期待します。

• 継美隊規約
最低限のマナーを守り、継美隊の皆様が気持ちよく活動できるように規約を作成します。

• フォトコンテスト開催
昨年度よりさらに楽しく！誰でも参加しやすく楽しんでいただけるようなイベントを考案します。

• 上半期下半期寄付⾦等の定例報告会
今回の総会でも報告したように寄付⾦の集計を報告します。

• 継美隊アウトレットセール
継美隊ウエア等の製造の際に印刷ミスで商品にならなかったものを
アウトレットとして販売いたします。

• メディア出演称号・表彰等
⼋坂⼯芸の判断にて雑誌、テレビ取材等、継美隊を着てメディアに出た⽅に賞を授与します。
活動実績に名誉を付加することで継美隊の⾃信に繋がり、
個⼈が輝けるような取り組みをしていきます。




