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＜＜実践レポート＞＞ 

Comeback イルカ！クリエコで意識チェンジ！ 

 

海辺のアート！ＥＣＯベンチャーズ！ 

高知県立大方高等学校 

 

１.目的 

『楽しくエコ！』を目標に、環境について色々な知識を増やし、自分達を含め、学校の皆や地域の人達が少し

でも環境について興味や関心を持ってもらい、一人一人の意識改革に繋げていきたいと考えました。 

私たちは、ＥＣＯに関心を持ってもらうための全ての活動を「クリーンエコデー」と名づけ、略して「クリエコ」と呼

ぶことにしました。このクリエコ活動を学校内だけに留めるのではなく、地域の人たちにも協力してもらい、黒潮

町全体の活動として継続させること、そして黒潮町のみんなが自発的に環境問題を考え行動できるようになるこ

とが目的です。 

 

２.活動内容 

 活動にあたっては、常に次の３点を考えながら活動してきました。 

①環境問題に対して関心をもってもらうこと 

②活動を通して黒潮町全体にクリエコ活動を広げること 

③次の代へ繋ぎ継続して取り組んでいくこと 

 

（１）ＮＰＯ砂浜美術館の協力 

活動を開始するに当たって、５月にＮＰＯ砂浜美術館の方々に、私たちの環境に対する思いや活動計画を

聞いてもらいました。そこで、まずは自分たちで入野の浜の清掃を行い現状を知ることから始めてみてはどう

かとアドバイスをいただいたので、早速活動しました。砂浜へ行く前に、これまでＮＰＯ砂浜美術館の方々が

集めていた漂流物を見せてもらい、実際に今までどんなものが流れてきているのか一つひとつ丁寧に説明し

ていただきました。想像もしていなかったピアノの鍵盤やお面、水中作業用マスク、また日本のものだけでなく

海外からの漂流物など、様々な漂流物を見て、とても驚きました。 

次に実際に砂浜へいきました。見た感じではあまりごみが落ちていないように思いましたが、９人で１５分間

の清掃時間にもかかわらず、４５Ｌのゴミ袋に約半分の量の漂流物が集まりました。 

翌日、自分達でごみを分別しながら、自分たちなりの方法で記録し分析をしました。多かったのがお菓子

の袋、次にタバコのフィルターや家庭消耗品などでした。お菓子の袋や食べかすなどは新しいものもあった

ので、そこで食べて捨てている人がいるのだと感じました。実際にゴミ拾いをしてみて、海から流れ着くゴミより

も、地域の人達の捨てたゴミの多さに驚き、自分たちの住む環境をきれいにする意識を高めていきたいと強く

感じました。 

 

（２）海辺のアート！ＥＣＯベンチャーズ出動 

夏休みに入り、いよいよ初の ECOベンチャーズだけでの活動として入野の浜へ行きました。8月 18日の早

朝５時に砂浜に集まり、４人それぞれが場所を割り当ててごみを拾い、自分たちなりの方法で分別・記録・分
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析をしました。夏休み中とあって花火のごみや飲料水のペットボトルなど夏独特のゴミが多く、近くで開催され

たお祭りの屋台ゴミも見られ、たった四人で拾ったのにたくさんのゴミが集まりました。この時、時期や季節に

よってゴミの種類や量が全く違うことに気づきました。 

 

（３）全校クリエコに向けての準備 

夏休み明けには、クリエコ活動を大方高校のみんなで取り組みたいと考え、保護者や地域の人達とも一緒

に、入野の浜の清掃をしようと計画を立てました。 

クリエコ開催に向けての準備は次の通りです。 

①分別方法の検討 

②グループ分け 

③１グループ４枚のごみ袋に分別の種類を記入 

④掃除エリアの広さなどの下見と確認 

⑤日時の決定 

⑥ＥＣＯサポーター集め 

まず、ごみの分別方法について、今まで自分たちなりの方法で記録していましたが、何か統一したもので

分析しやすい方法はないかと考えた結果、NPO 砂浜美術館の方に相談をすることにしました。すると数日後、

JEAN（クリーンアップ全国事務局）という団体が行っている ICC（国際海岸クリーンアップ）の取り組みを紹介し

ていただきました。ICC の目的は、海岸からごみを取り除いてきれいにすることだけではなく、ごみの調査をし

て汚染の原因をつきとめ、汚染の発生を防ぐことだと知りました。私たちは、そこで示されていたデータカード

による分別方法を活用することにしました。 

一番頭を悩ましたのが、グループ分けです。『楽しくエコ！』という目標を目指して、エコ活動をしながらみ

んなが仲良くなってほしいという願いがあり、学年も仲の良い友達も関係なく、できるだけ知らない人とグルー

プになるようにバラバラにグループを作りました。 

次に、私たちＥＣＯベンチャーズだけで行った清掃の時の反省をいかして、種類ごとにごみ袋を４つに分け

て入れていくようにしました。各グループに４種類、わかりやすいように、袋に番号と種類名を記入しました。 

  そして一番力を入れたのが、私たちＥＣＯベンチャーズ４人と一緒に協力してくれるＥＣＯサポーター集めで

す。一人ひとりに声をかけ、集まってくれたメンバーに私たちの思いを伝えたところ、私たちを含め１４名の仲

間ができました。 

 

（４）小島あずさ さんの出会い 

   NPO 砂浜美術館の方を通して私たちの活動を知っていただいた黒潮町雇用促進協議会の方から、ごみ

の分別方法で活用することにした JEAN代表の小島あずささんが、東京からはるばる大方高校に来て、話をし

ていただけると連絡がありました。思ってもみなかったことにとても驚きましたが、私たちが何もしなくても、こん

なに周りの人達が協力してくれることがとても心強く感じました。 

小島さんは昔、犬の散歩をしている時、町にごみが捨てられているのが気になりだし、さらに毎日毎日散歩

をするたび気になって仕方がなくなり、こんなにも気になるんだったら、自分でごみを拾おうと思い、行動し始

めたことが現在の活動の始まりだとおっしゃっていました。私たちも小島さんのように、自分の気になることを

少しずつ形にし、行動していきたいと思い、小島さんに出会って、ますますクリエコを成功させようとという思い
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が強くなりました。 

小島さんの話によると世界遺産も、サンゴ礁の海もごみだらけで、ごみは劣化してどんどん細かくなり、誤飲、

誤食の被害が多く出ているそうです。年々危険なごみが増加しているうえに、ごみの回収はボランティア頼み

で、何をするにもお金がかかるというように、ごみ問題はとても深刻化しています。私たちにできることは、「今

あるごみをどうするのか」「ごみをださないためにどうするのか」この２つを考えていくことだとおっしゃっていま

した。 

 

（５）第１回クリエコ開催 

     １０月６日、ついにクリエコが学校行事として開催されました。 

まず、全校生徒に私たちの環境に対する想いを伝え、クリエコの説明、これまでの活動報告を発表しまし

た。次にＥＣＯサポーターも含めた１４名が前に出て、事前にグループ分けしていたグループを発表し、１４

グループに分かれました。全校のみんなが、自分のグループメンバーを見てどんな反応を示すのか少し不

安もありましたが、グループの発表があるたびに楽しそうに歓声を上げながら、グループに分かれてくれま

した。 

   その後は全て、グループ活動です。１４グループがそれぞれ清掃道具を持って入野の浜へ移動し、事前に

決めていたグループエリアを、拾い残しなく清掃しました。私たちの『楽しくエコ！』が現実に形となり、たくさ

んの生徒や地域の方たちが笑顔で砂浜の清掃活動に取り組んでくれました。 

収集したゴミは学校に持ち帰り、校庭でグループごとに分別をして、種類ごとにデータ記録を行いました。

その結果、予想を越える量のゴミの収集に成功し、汚染の原因を調査するための重要なデータを作成する

ことができました。生徒の中からは、「またクリエコをしたい。」という嬉しい意見ももらうことができ、第１回のク

リエコデイは大成功に終わりました。当日の参加者数は、生徒１６４名、教員２５名、一般の方１１名の計 200

名でした。 

クリエコ終了後はごみの最終始末、後片付け、データカード集計、参加してくれた地域の人たちへのお

礼、そして次回へ向けての話し合いを行いました。 

  事前アンケートでは、「環境問題に興味がありますか」という質問に「はい」と答えた参加者が５５％、「あな

たはポイ捨てをしますか？」という質問に「はい」と答えた参加者が３０％、「落ちているゴミは拾いますか？」

という質問に「はい」と答えた参加者は３５％というように、環境に対する意識は想像以上に低いものでした。

しかしクリエコ実施後は、たくさんの参加者から「今後も協力したい」「興味をもてた」などという嬉しい回答を

もらい、「環境問題に対しての意識は少しでも変わりましたか？」という質問に「はい」と答えた参加者はなん

と８４％。たった一度のクリエコで、これほどみんなの気持ちが変わることに驚きました。この気持ちを持ち続

けてもらうためにも、定期的に実施していきたいと、メンバーで話し合いました。 

 

（６）入野ローカルサーファーの人たちとクリエコ 

  第１回目に実施した清掃エリア以外にもまだたくさんゴミが残っていたので、１０月１３日には地域の人や入

野の浜のサーファーの方にも協力してもらい、清掃活動を行いました。この時の宣伝方法は、入野の浜へ

の看板の設置とサーファーへの声かけでした。当日は小雨にも関わらず、２０名程のサーファーや地域の

人たちが集まってくれ、１時間程の清掃活動を実施しました。この日はたくさんのゴミが集まり、一人平均２

袋程のゴミを集めることができました。参加者の中には、宿毛工業３年生のサーファーもいて、クリエコの看
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板を見て参加してくれたと聞き、看板の効果の大きさと、遠い中、実際一緒に活動してくれたことはとても嬉

しいことでした。 

 

３.地域の人々との協働 

 地域の人々とは、主に砂浜の清掃活動を中心に行いました。まず第 1 回のクリエコ開催に向けての広告の

配布の際には、地域を一軒一軒訪問して、私たちの活動内容やクリエコに込める思いなどを説明していたの

ですが、忙しい中、私たちの話に耳をかたむけてくださり、私たちの活動を理解していただきました。また、人

の集まりそうな飲食店や美容室、地域の人達が沢山来そうなスーパーや郵便局にも行き、広告の掲示や配

布用のビラを置かせてもらいました。そしてクリエコ第２弾の時には、浜やお店に看板を設置させてもらいまし

た。クリエコの看板を立てる際には、地元のサーファーの方々にも協力していただき、入野の浜付近計３ヶ所

に設置しました。その時はあらかじめ設置場所を自分たちで決めていたのですが、それ以外の場所の方々か

ら「今度は私たちの所にも設置してほしい」という声もいただき、地域の温かさを感じました。 

そして広告の効果もあり、平日にも関わらず１回目は１１名、２回目は約２０名の地域の方々がクリエコに参

加してくれ、快く私たちの指示を受け入れてくださり、とてもスムーズにたくさんのゴミを収集することができまし

た。また回数を重ねるごとに地域の方々も、黒潮町全体の環境問題や私たちのエコ活動に理解を深めてくれ

てきています。中には「クリエコは素晴らしい活動だ。今後も継続できるよう活動の輪を広げ、協力したい。」と

声をかけてくださる方もいて、私たちと地域とが連携してひとつの大きな力になってきているという変化も実感

しました。 

 

４.成果と課題 

実際に海辺の清掃を行ってみて感じたことは、物の破片ごみが多いこと、そして破片は拾いにくく、放って

おくとさらに細かくなり他のものと絡み合ってとりにくくなると分かりました。そしてさらに細かくなっていけば目

に見えなくなるからいいじゃないか、という考えは間違っていて、反対にプランクトンのような小さな生物も食べ

物と間違って食べ、そのプランクトンを食べる生物も食することになり、悪循環を招くことになります。これは小

島さんから話を聞いていたので、実際に入野の浜も同じなのだと感じました。 

また拾ったごみの中にはペットボトルや海外の洗剤、そして育毛剤などもありました。このような家庭で出る

ごみがなぜ海にあるのか考えました。これは、何気なく人が道端に捨てたものが、風雨によって近くの溝や川

に流れ、それが流れ流れて海にたどり着いてきたのではないでしょうか。 

この活動をし始めた頃は、私たちは被害者だ。どうしてみんなごみはゴミ箱に捨てないのか、などと感じて

いましたが、アメリカのある都市の調査では、調査したエリアで一番多かったごみは日本製品だったという結

果が出ていることを知りました。海の近くに暮らしている私たちは、ごみ問題の被害者だと感じていましたが、

別の場所や国から考えてみると、私たちは加害者になっているかもしれません。 

海はゴミ箱じゃない、海は世界に繋がっているのです。私たちも環境問題、ごみ問題は世界共通で考えな

ければならないと強く感じました。 

そして何よりも、学校のみんなや先生方、地域の人達に環境問題に関心を持ってもらえたことが一番の成

果でした。活動後のアンケートでは、「自分も何かしようと思った」「町をきれいにすることで、いろんな人とも関

わりを持てるし、達成感を味わえた」「エコについて興味が出てきた」などたくさんの人が環境について関心を

持ってくれて、そして目標でもあった『楽しくエコ！』を学校のみんなや地域の人達と交流しながら実施できま
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した。今回の活動をきっかけに、もっとたくさんの地域の人達と関わりを持ち、連携して地域活性化に取り組ん

でいきたいと思います。 

一方、今後の課題として、もっと海のごみ問題について知識を増やさなくてはいけないと考えています。こ

の海ゴミの問題には、大きく分けて４つの問題点があります。（JEANのホームページ参照） 

１ ごみ自体の問題 

・不法投棄や持ち込みゴミやレジャーゴミなどのゴミの量が多い。 

・付着物が多い場合や分別・リサイクルも難しいような、ごみ自体の質が悪い。 

・雑多なものが混在している。 

・劣化・破片化し細かくなると回収が不可能になるようなプラスティックゴミが多い。 

２ 環境への影響 

 ・絡まりや誤飲・誤食など、生物へ被害が広がる。 

 ・海底に沈んだシートなどがヘドロ化し、プラスティックの微細片を原生生物などが取りこむことにより、生態

系へ被害が及ぶ。 

３ 経済的な影響 

 ・小魚や海苔、モズクなどの海草へ混入するなど、水産資源へダメージが及ぶ。 

 ・観光地としてのイメージダウンや、ゴミの多い所にはさらにゴミが増えるなど、景観を損なう。 

 ・汚れた海へのレジャー客の減少や、ゴミによる事故など、マリンスポーツに影響する。 

４ 越境するごみと法令 

以上のように様々な問題があります。解決に向けては徹底した状況把握や専門家の参画、情報共有が必

要だといわれていますが、まずは私たちにできることである、地域と連携して継続的に取り組んでいくことが大

切です。 

次回のクリエコ実施までの課題は、①実施内容、②クリエコ実施のＰＲ方法、③データの活用方法です。 

 まず、課題①の実施内容に関しては、１つ目に、清掃活動を行う時の分別の仕方です。今回はＪＥＡＮの国

際クリーンアップのデータ収集のために、あらかじめごみ袋を４つに分け、分別表を見ながら清掃を行い、細

かく分別をして全体のデータとして送りました。その分別が想像以上の大変さで自分達も含め参加者はみん

なとても苦戦していました。特に９０５個と一番数の多かった「硬質プラスティック破片」の収集とカウントです。

次回からは破片入れ専用の小さなごみ袋を準備したいと考えています。２つ目は、細かいごみを拾うために

割り箸を用意しましたが使いにくく、逆にごみになったのでやめようと思いました。３つ目は、参加者を引っ張

っていく私たち ECO ベンチャーズや ECO サポーターでの話合いの機会が少なかったため、当日の集合呼

びかけや準備物の確認不足、そして分別の仕方などに対する戸惑いもありました。参加者がスムーズに活動

できるように、仲間と一緒に事前の話し合いをこまめに行うことが必要です。４つ目は３０分で各グループの範

囲を決めて清掃をしましたが、少し時間が余ったグループが多くあったので次回は清掃範囲をもう少し広くす

るか時間配分を考えてもっとたくさんごみを拾いたいと考えています。 

次に課題②のクリエコ実施のＰＲ方法です。多くの地域の方たちと一緒に活動をしていくために、ビラの配

布時期、配布量、ビラ以外の宣伝方法、そして人から人への繋がりで伝えるなど、ＰＲ方法の工夫が必要で

す。 

最後に課題③は、データの活用方法です。今回の私たちの活動データは、ＪＥＡＮ（クリーンアップ全国事

務局）に送り、さらにＩＣＣ（国際海岸クリーンアップ）に送られ、世界的な傾向を探るためのデータになります。
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私たちはゴミを拾って減らすのではなく、私たち自身もこの入野の浜で継続的にデータをとり、比較していくこ

とで、黒潮町の問題点を知り、ゴミの調査をして汚染の原因を突き止め、汚染の発生を防ぎ、ゴミを作らない

ためにはどうすればいいのかを考えていきます。 

 

５.今後の取り組み 

 今後はＥＣＯベンチャーズだけでなく、現在のＥＣＯサポーターに加えて、さらに協力者を集め、継続して

『楽しくエコ！』に取り組んでいきます。また、たばこの協同組合の方々も定期的にたばこ中心のごみ拾いをし

ているという話も聞いたので、次回から一緒に活動していくなどして、地域の大人たちの協力者も沢山増やし

ていきたいと考えています。そして１２月に予定している全校での清掃活動に向けて、今回の反省点を全てク

リアできるように、話し合いと実践を重ねていきます。 

 さらに『楽しくエコ！』クリスマス編として、１２月２４日にＥＣＯクリスマスイベントを企画中です。土佐入野駅で

のＥＣＯツリーとキャンドルをメインにしたイベントで、この活動を通して環境問題を考えてもらうきっかけにし、

エコへの関心を高めてもらうことが目的です。 

このイベントで主役となるＥＣＯツリーは流木を組み合わせ、今まで収集してきた漂流物や貝殻、また地域

の人達にも漂流物を持ってきてもらい、直接飾り付けをしてもらいたいと考えています。そして漂流物も見方を

変えて少し手を加えるだけで、立派な作品になるという事を感じてもらいたいです。 

次に、キャンドルは、エコを考えて廃油キャンドルの作成に取り掛かる準備を進めています。キャンドルの作

り方や配置の仕方は、毎年入野の浜でキャンドルナイトを行っている、ブラックウェーブという高知大学の方々

に教えていただきます。ブラックウェーブは入野の浜でキャンドルナイトと題してキャンドルを飾り、きれいな海

と砂浜に触れてほしいという思いで行っているそうですが、そのイベントを通してこの黒潮町の魅力を知り、地

域の人達との繋がりも増えたそうです。ブラックウェーブと私たちの考えていたＥＣＯクリスマスとがコラボレー

ションできることはとても嬉しいことです。 

そして、そのキャンドルには、一つ一つ環境のことを考えながら手書きの絵を照らしたいと考えています。そ

の絵は、大方高校に隣接している大方保育所、入野小学校、大方中学校、そして大方高校生に書いてもら

います。当日はクリスマスツリーやキャンドルを見るだけではなく、当日来てくれた人達に、自分のエコに対す

る思いをメッセージにして、ツリーに吊るしてもらいたいと考えています。 

私たちはこのイベントを今後も「継続」することを視野に入れて話を進めています。まだ準備はスタートした

ばかりですが、地域の協力してくれる方達と一緒にイメージを膨らませて準備を行っています。 

この１２月の ECO クリスマスを成功させて、黒潮町の人達にもっとエコを呼びかけていくつもりです。そして

来年以降はクリエコ清掃や ECO クリスマスを後輩に繋ぎ、学校全体での取り組みを深め、今以上に地域へこ

の活動を発信し、クリエコを黒潮町の取り組みとして発展させます。そして最終的にはこのようなイベントを行

なわなくても、一人一人が環境意識を高めて活動を行い、自分達の最終目標である COMEBACK イルカ～

クリエコで意識 Change～を達成したいと考えています。 



＜＜補足資料＞＞ 

Comeback イルカ！クリエコで意識チェンジ！ 

 

海辺のアート！ＥＣＯベンチャーズ！ 

高知県立大方高等学校 

 

事前アンケート集計 

★環境問題に興味はありますか？          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★あなたはポイ捨てをしますか？       ★落ちているゴミは拾いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他
（無回答）

1%

はい
55%

いいえ
44%

いいえ
70%

はい
30%

その他
（無回答）

1%

その他
（無回答）

1%

はい
35%

いいえ
63%

クリエコキャラクター 

「ごみばこくん」 



事後アンケート集計 

★クリエコを実施して、環境に対しての意識は少しでも変わりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★エコベンチャーズの発表を聞いての感想を書いてください！ 

・町をきれいにしたい気持ちが伝わってきて自分も何かしたいと思った。 

・ゴミをポイ捨てするのはよくないことだと改めて思いました。 

・とてもいい企画だと思いました。 

・みんな大方を大切にしていることがわかった。 

・クリエコという活動を企画したことに対して、とてもいいことをしている人だなと思った。 

・ゴミは捨てたらいかんと改めて思った。 

・ここら辺はまだ自然がいっぱいなのでこれからも自然を守る活動を続けないといけないと思った。 

・町のゴミをなくしてキレイにする活動はとてもすばらしいと思うしそのおかげでゴミが少しでも減ればい

いなと思った。 

・見えないところでいろいろ活動しているなぁと思った。 

・エコベンチャーズのことを知らなかったので、知ることができてうれしかったです。 

・海をキレイにすることはとても大切なことなんだと思いました。 

・協力いーっぱいしちゃりたい！ 

・結構楽しそうだな、と思った。 

・よく調べていてすごいと思った。 

・目的、目標などがはっきりしていてかっこよかった。 

・少ない人数のなかでも最初に活動していてすごいと思った。 

・エコをみんなでしようという意気込みが伝わってきた。 

・スクリーンを使っての発表、見やすかったしわかりやすかった。 

・行動にうつせたのはすごいと思う。 

・環境問題について改めて考えさせられた。 

・予想より大きな規模でビックリした。（一般参加者） 

・学校などでプロジェクトがあると知っていたので興味があった。（一般参加者） 

 

いいえ
7%

未回答
9%

はい
84%



★クリエコ活動をして感じたことを書いてください！ 

・浜にいっぱいゴミが落ちていたので、これからも拾わなければいけないと思った。 

・砂浜がだんだんきれいになってうれしかった。 

・ポイ捨てしないようにする。 

・いろいろなゴミが浜に落ちていてびっくりした。 

・自分からゴミを捨てることをやめたいと思った。 

・環境をキレイにすることは改めて大切だとおもった。 

・暑かったけど、やりがいはあった。 

・町をキレイにすることで、いろんな人ともかかわりを持てるし、達成感を味わえた。 

・一度ですごくきれいになったので自分もうれしかった。 

・ゴミを人間はよく捨てすぎだと思った。 

・ゴミの分別をもう少しきちんとしようと思った。 

・気持ちがいい。・きれいな海なのに探してみるとゴミがいっぱいあってびっくりした。 

・海にいっぱいごみがあって、海を汚していそうでいやだった。 

・きれいな貝などがたくさんあり、この海を汚したくないなと思った。 

・ごみを拾えばその分町や浜もきれいになると思うので、この活動をしていきたいと思った。 

・ゴミを捨てる人はやだ！ 

・エコについて興味が出てきたし、ゴミひろい楽しかった～！ 

・やっぱりゴミを捨てている人がいるんだと思いました。 

・町を大切にしていきたい ・外国からのゴミもあった ・意外と大変 

・自分たちのふるさとはやっぱり自分たちでよくし守っていくべきだと思った。 

・ごみを集めるだけでも結構変わるもんだなと思った。 

・ポイ捨てはもうしたくないと思った。 

・全員参加はすばらしいと思う。 

・発砲スチロールが多かった～！ 

・ごみ拾いは楽しいけど分別は難しい。  ・続けてやりたい。 

・注射が見つかり、こんな物が落ちてるのかと、危ないと感じた。（一般参加者） 

・ゴミは集めているのに、持って帰らない。（一般参加者） 

・生徒たちが笑顔でエコ活動をしている姿、素晴らしかった。（一般参加者） 

・今日が記念すべきスタートの日なので、「継続」をキーワードにこれからも頑張ってほしいです。 

（一般参加者） 

 

★あなたの住んでいる町をよりよくするために、何をしたらいいと思いますか？ 

・ポイ捨てをしない   ・ごみがあったら拾う    ・あいさつ運動 

・もっとクリエコをする  ・みんなに声かけ     ・クリエコの参加者を増やす 

・月に一度みんなでゴミ広い  ・道路の新装    ・自然保護活動 

・地域の人たちとの交流  ・このままでいいと思う ・身近なことから気をつけていく 

・マナーを守る   ・ごみ拾いを定期的にする  

・地域の人をもっと巻き込んで清掃活動   ・老人へのボランティア（一般参加者） 



＊硬質プラスチック破片 905 ＊発泡ｽﾁﾛｰﾙ破片：大（1cm2以上) 582

＊ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄや袋の破片 671 ＊ガラスや陶器の破片 43

＊発泡ｽﾁﾛｰﾙ破片：小（1cm2未満） 251 ＊紙片 13

＊金属破片 3

タバコの吸殻・フィルター 78 漂白剤･洗剤類ボトル 21

＊スプレー缶・カセットボンベ 5

タバコのパッケージ・包装 5 ＊生活雑貨 55

葉巻などの吸い口 2 おもちゃ 9

使い捨てライター 20 風船 5

飲料用プラボトル 90 ＊花火 21

飲料ガラスびん 12 衣服類 2

飲料缶 12 くつ・サンダル 25

ふた･キャップ 215 家電製品・家具 3

プルタブ 1 電池（ﾊﾞｯﾃﾘｰも含む） 0

６パックホルダー 0 ＊自転車･バイク 0

食器（わりばし含む） 24 タイヤ 0

ストロー・マドラー 55 自動車・部品（ﾀｲﾔ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ以外） 1

食品の包装・容器 205 潤滑油缶・ボトル 0

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ袋（農業用以外） 120 梱包用木箱 6

紙袋（農業用以外） 17 物流用パレット 1

農薬・肥料袋 2 荷造り用ストラップバンド 5

シート類（ﾚｼﾞｬｰ用など） 5 ドラム缶 0

＊苗木ポット 4 くぎ・針金 1

薬きょう(猟銃の弾丸の殻） 0 建築資材(くぎ・針金以外） 3

＊レジンペレット 0 コンドーム 1

注射器 1 タンポンのアプリケーター 0

＊注射器以外の医療ゴミ 9 紙おむつ 1

釣り糸 10 ＊魚箱（トロ箱） 0

ロープ・ひも 119 釣りえさ袋・容器 0

漁網 13 電球・蛍光灯(家庭用も含む） 5

発泡スチロール製フロート 5 ルアー・蛍光棒(ｹﾐﾎﾀﾙ) 3

ウキ・フロート・ブイ 10 ＊カキ養殖用パイプ 0

かご漁具 1 ＊廃油ボール 0

■

生
活
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン

■

飲
料

▼海・河川・湖沼の活動で主に発生する品目（水産・釣り関係など）

■

特
殊

ゴミ調査・データカード International Coastal Cleanup (ICC) Data Card

■

大
型
粗
大
ゴ
ミ

■

食
品

■

物
流

▼破片／かけら類（製品の３分の２未満のもの）

▼陸上の活動で主に発生する品目

※以下が調査対象です。各ゴミの数を数えて、合計数を数字で記入してください。　　記入例：タバコの吸殻・フィルター　正正……　  156

■

タ
バ
コ

■

衣
料

Ａ．上記以外で、地域で特に問題と思われるもの（→次のとおり記入：①品目、②個数）

Ｂ．ゴミによる動物への被害＊原因不明は対象外（→①動物名、②動物の生死、③原因のゴミ、④状態）

Ｃ．上記中、海外のもの（→①国名、②品目、③個数）

▼次の項目に当てはまるものを記入してください。（書ききれない場合は裏面に）

■

農
業

■

建
築

■

衛
生■

医
療

A面 
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