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  荒川クリーンエイド 2016 年は、流域各地の延べ 160

会場で、1万人以上の皆さんにご参加いただきました。 

  

  

  

  

 

  

散乱ゴミの上位３は変わらず！ 

2016 年の調べるゴミ拾いで拾ったゴミの数(破片除く)は現時点で

合計 202,295 個に達しました。種類別に拾った数の上位 10 品目

は右図の通りです。昨年と上位 3 の順位に変動はありません。 

上位 10(破片を除く)ではタバコのフィルター以外は全て容器包装

です。容器包装が占める割合は、拾ったゴミ全体(破片を除く)の

75.4％（下図の円グラフ カラー部分合計）に達しています。 

 上位 10品目の構成はここ数年、ほぼ変化がなく、川ゴミ問題は拾う

だけでは解決しない課題です。川で回収されなかったゴミは海へと流

出し、世界の生物多様性や経済に影響を及ぼします。川ゴミは私たち

の身近な環境問題であると同時に、地球規模に拡がる海洋汚染の出

発点でもあり、国際的な取組みが必要な問題となっています。 

2016年 散乱ゴミ TOP１０（速報値） 

あさか環境市民会議 

足立区本木・水辺の会 

(NPO)荒川クリーンエイド･フォーラム 

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 

(NPO)荒川の自然を守る会 

荒川夢クラブ 

板橋エコポリスセンター 

板橋グローブクラブ 

いたばし野鳥クラブ 

(NPO)えどがわエコセンター 

江戸川・生活者ネットワーク         

大谷川クリーン大作戦市民実行委員会  

尾久の原愛好会 

葛西東渚・鳥類園友の会 

川の手ファンクラブ 

北区水辺の会 

(一社)グッド・チャリズム宣言プロジェクト 

(NPO)熊谷の環境を考える連絡協議会 

黒目川クリーンエイド実行委員会 

江東エコリーダーの会 

鴻巣の環境を考える会 

(NPO)国際ボランティア学生協会 

小松川平井地区連合町会 

埼玉県生態系保護協会 川口支部 

埼玉県生態系保護協会 戸田･蕨支部 

  

下平井水辺の楽校 

JAMBO International Center 

大正大学 環境サークル smile 

大地ママ蘭心絵（環境・国際研究会） 

チームきたざわ 

秩父教育懇話会（秩父こどもエコクラブ） 

(NPO)秩父の環境を考える会 

東京東江戸川ローターアクトクラブ 

中土手に自然を戻す市民の会 

西なぎさ発：東京里海エイド 

FUJIO PROJECT 

ふるさと清掃運動会実行委員会 

ふれあい市野川クリーンアップ作戦協議会 

ボーイスカウト東京連盟城北地区北第１１団 

 

  

  

  

  

  

(一財)アールビーズスポーツ財団 

足立成和信用金庫 

SMC シビルテクノス(株) 

SMBC 日興証券(株) 

(株)エックスワン 

ＮＴＴ東日本 埼玉事業部グループ 

エヌ･ティ・ティ・ビジネスアソシエ(株) 

NTT 労働組合東京グループ連絡会 

(株)キャプティ 

クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業 

グローリー(株) 

 

(一社)建築ビジョン 

豪田ヨシオ部（(株)クリエイティブ PR） 

小松川信用金庫 

JFE 商事労働組合 

(株)システム・サイエンス 

ジブラルタ生命保険(株) 

島村運輸倉庫(株) 

情報労連東京都協議会 

ジョンソンコントロールズ(株) 

住友生命保険(相) 

(株)セイコーファシリティズ 

西武建設(株)東京支店 

ダイエー(株) 

(株)東京スター銀行 

(一社)東京損害保険代理業協会 

東レ(株) 

日本 KFC ホールディングス(株) 

日本工営(株) 

日本ロレアル(株) 

(株)日立ビルシステム 

Bloomberg L.P. 

POSCO JAPAN(株) 

松山油脂(株) 

みずほ証券(株) 

三井住友海上プライマリー生命保険(株) 

三井住友フィナンシャルグループ 

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 

三菱ＵＦＪトラストシステム(株) 

 

足立区 

荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課 

板橋区みどりと公園課 

江戸川区土木部 

葛飾区 

川口市建設部建設管理課 

北区 

江東区土木部施設保全課 

墨田区 

台東区教育委員会青少年・スポーツ課 

戸田市公園河川課 

  

荒川区立大門小学校 

江戸川区立大杉小学校 

江戸川区立小松川第二小学校 

江戸川区立平井小学校 

江戸川区立平井東小学校 

葛飾区立小松南小学校 

葛飾区立中川中学校 

江東区立第五大島小学校 

東京都立桐ヶ丘高等学校 

東京都立東高等学校 

 

市民団体 

学校 

自治体 

企業 

(株)ユーニック 

リコージャパン(株) 

ローソングループ 

非公開希望 １ 

  

  

  

  

※主な主催団体のみ掲載 

(各五十音順) 雨天中止会場を含む 

荒川クリーンエイド２０１６ エントリー団体 

◆会場数 160（エントリー数 182）          

◆参加人数 12,740 人 

◆散乱ゴミ袋数 （45ℓ）8,874袋 （小袋は１/3として換算）  

◆粗大ゴミ数  1,395 個 

◆実施距離 47,383m 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

飲料ペットボトル

食品のポリ袋（菓子など）

食品のプラスチック容器

タバコのすいがら・フィルター

飲料缶

食品の発泡スチロール容器

飲料びん

ポリ袋

飲料ペットボトルのキャップ

買い物レジ袋

回収されたゴミの数（個）

※2016年の結果は12月15日現在の速報値

2016年

2015年

ペットボトル
20%

ペットボトル以外の

飲食容器包装
39%

飲食以外の

容器包装
16%

その他
25%

回収したゴミの用途別構成比

2016年 

実施概況 

（12月 15日現在） 
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 荒川で「ふるさと清掃運動会」を実施しました！ 

 

 

10/1（土）、荒川クリーンエイド・フォーラム共催で「第１０回

ふるさと清掃運動会」が開催されました。荒川河川敷右岸の

江北橋から扇大橋にかけて、参加者 800人で、一部のゴミに

ついては数も数えながら拾いました。たくさんの人の力を結

集し、ペットボトル 22,222個をはじめとして、大量のゴミを回

収出来ました。 

当たり前ですが、この日
は「ゴミを出すのは人間
だけ、ゴミを拾えるのも
人間だけ」ということを
実感しました。 （いが）         

 

プラスチックごみによる海洋汚染は、今や世界的に大きな環境問題。 

私は環境活動家としてニューヨークの小中学校でこの問題の教育普及啓発に日々取り

組んでいます。具体的には子供達を教育して地域のリーダーになってもらい、大人を教育

してもらうのです。近所の商店主の方々にレジ袋削減をお願いしたり、ポイ捨てゴミのデ

ータを記録して地区の行政の方に見てもらったり、市議会議員と討論したり。  

子供達の熱意のあるメッセージには大人も熱心に聞き入ってくれます。レジ袋が年間 

９４億枚も使われているニューヨーク、道路にはいつもポイ捨てゴミが溜まっているこの街

ではこの「発生抑制」がカギなんです。 

そして、日本で皆さんが取り組まれている「クリーン活動」は、ゴミが太平洋に出るのを

食い止める、つまりは太平洋を綺麗にしているのと同じ、やはりとても大切な活動。この２

つの活動を市民から押し上げて行政を動かして行く。そんなムーブメントを起こしていきた

いな、と頑張ってる子供達の目を見ながら日々思っています。   

                                         佐竹敦子 from New York City                         

発生抑制＆クリーン活動 

世界共通の２本柱！！ 

9/3（土）に「荒川源流・秩父森林保全ボランティア」を埼玉県秩父市にて実施しました。

今回は初の日帰りでの実施です！当日は下流域などから 13名が参加。山林の中での間

伐残材の運び出しボランティア、地元の方々との交流会を通しての地域課題の共有な

ど、流域環境保全への意識を高めました。参加者からは、「非日常体験ができた。」「自然

と共生する大切さがわかった。」といった感想をもらいました。ほかに、不動滝トレッキング

や大滝温泉入浴など、ボリュームたっぷりの内容で行いました★ 

 
交流会の中で秩父市の方が「森が育たないと、川が育たな
い」という言葉が印象的でした。秩父の自然環境はまさに癒
しの空間です。今度はプライベートで何かボランティアした
いですね～ (ふじも) 

※活動には埼玉県秩父市森づくり課、秩父森
づくりの会、NPO 法人もりと水の源流文化塾
の皆さまのご協力をいただき開催しました。 
※本活動は「水の日」・「水の週間」上下交流事
業の助成を受けて実施しました。 

 

Report・Column 

9 月 23 日-24 日

にかけて、ロシア・

沿海地方のスラヴ

ャンカで、NOWPAP

ワークショップが開

催され、当団体も

環境省から依頼を

受け事例報告をし

ました。 

NOWPAP は「北西太平洋地域における海洋及び沿岸の環

境保全・管理・開発のための行動計画」のことであり、

Northwest Pacific Action Plan の略称です。北西太平洋地域海

行動計画は、1994年に国連環境計画（UNEP）の地域海計画の

ひとつとして中国、日本、韓国、ロシアにより採択されました。 

その会議の場で、『荒川クリーンエイド』のシステムや川で行

うゴミ拾い活動が海ゴミの発生抑制に 

貢献していることを紹介しました。 

荒川の源流、秩父で森林保全ボランティアを実施！！   

３日間３食ボルシチが出て
飽きました。    （いまむ）         

 

佐竹敦子さんはニューヨーク市のポリエチレン
給食トレー廃止やレジ袋課金法案の成立に貢
献。2016 年 6 月に国連で行われた「海ゴミ対
策会議でプレゼンテーションを行うなどニューヨ
ークで精力的に活動をされておられます！ 

ペットボトル２２，２２２個を回収！ NOWPAP 2016 で！？ クリーンエイドの活動紹介 

NY 在住の環境活動家 佐竹敦子さんより 

【活動成果】 

燃やすゴミ：790 袋 

燃やさないゴミ：203 袋 

ペットボトル：577 袋 

缶：436 袋 

粗大ゴミ：142 個 
 

【種類別ゴミ数】 

ペットボトル：22,222 個 

カップ型飲料容器：316 個 

レジ袋：1,048 個 



 

 

 

 

荒川クリーンエイドのマスコットキャラクター「あらくりくん」（モデル：トビハゼ）が、 

遂に LINEスタンプとなりました！ 

日常会話、さらにはゴミ拾いのあとにも使えるスタンプまで、かわいいイラストが満載です♪ 

色々な表情を見せるあらくりくんをぜひ仲間に加えてくださいね(*^_^*) 

※LINE スタンプの収益は荒川の環境保全、生物多様性保全に活用します。 
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全部で 40種類！ 

 

2/10(金)  
荒川クリーンエイド 2016-2017 

報告・連絡会 
 

荒川クリーンエイド 2016 の活動の総括、近年の傾向や

特徴、多くの皆さまに調査いただいたゴミ調査結果などを報

告します。また参加団体の皆さまと共に、より有意義な活

動、会場運営などについて学び合いたいと考えています。 
 

皆さまのご参加をお待ちしています！ 
 

○日時： 2月 10日(金) 14:15～16:45 

○会場： 北とぴあ 9F  902会議室 

（JR、東京メトロ「王子」駅より徒歩すぐ） 

○対象： 会員、関係者 

その他関心のあるかたどなたでも！ 

○参加費： 会員/無料、非会員/500円（資料代等） 

〇内容： 荒川クリーンエイド 2016報告 

功労団体表彰、実施団体の活動発表など 
 

   

 
            

●ご寄付  （2016年 9月～12月） 

●皆さまのご支援に心より感謝申し上げます 

クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業、 

Bloomberg L.P.、リコー社会貢献クラブ・ＦｒｅｅＷｉｌｌ （五十音順） 

 

   
荒川クリーンエイド ニュース vol. 81 2016 年度 冬号 

   2017年 1月 6日発行 

特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川 3-35-13-204 

TEL 03-3654-7240  FAX 03-3654-7256  

URL http://www.cleanaid.jp/  E-mail：renraku@cleanaid.jp  

●ボランティア・スタッフ募集！ 
荒川クリーンエイド・フォーラムは、事務局業務をお手伝いして

くださる方を求めています！平日にデータ入力、資材発送作な
ど、週末に荒川でのゴミ拾い活動サポートなど。 
お気軽にお問合せください。 

●当団体の活動を応援ください  

●入会のお願い 
荒川クリーンエイド・フォーラムは、会員の皆さまからの会費収

入等により成り立っています。活動の主旨にご賛同いただける個
人・団体の皆さまの継続・ご入会をお待ちしております！ 
 
年会費  個人正  3,000 円 / 団体正 10,000 円 
      個人賛助 2,000 円 / 団体賛助 8,000 円 

当団体は日本唯一の汽水性イトトンボ「ヒヌマイトトン

ボ」（環境省絶滅危惧種 IB 類）の保全活動に 1990 年代

から関わってきました。今回その活動が認められ、生物多

様性アクション大賞（環境省）で「入賞」しました！！ 

これを励みに今後も活動を続けて参ります☆彡 

ヒヌマイトトンボの保全活動が入賞！ 

 

購入はこちらから♪ 

 

参加認定書で割引サービス♪ 

※参加ご希望の方は、

事前に E メールまたは

電話・FAXで事務局まで

お申込ください。 

 

クリック１つで気楽に支援！ 

 パソコンやスマホから NPO を簡単に支援できる「gooddo(グッドゥ)というサイ

トがあります。そのサイトの当団体ページに行き、「応援する！」ボタンをクリッ

クするだけで(無料)支援ができます！「gooddo(グッドゥ)」で得た資金は荒川

の環境保全に役立てていきます！ あたたかいご支援お待ちしてます♪ 
 

※gooddoの当団体ページは「gooddo 荒川クリーンエイド」で検索！ 

 居酒屋チェーン「四十八漁場 北千住店」で、荒川クリー 

ンエイドの参加認定書を提示すると、利用代金から 10％ 

の割引きサービスが受けれます。ゴミ拾い後は「四十八 

漁場 北千住店」で美味しいお肴を、お得に召し上がれ♪ 
 

※お店情報は「荒川クリーンエイド 48」で検索！！ 

※参加認定書はクリーンエイド申込み時に申請のあった団体へ送付します 


