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        足立区本木・水辺の会、(NPO)荒川の自然を守る会、あらかわミズガキ隊、荒川夢クラブ、板橋   

グローブクラブ、板橋水辺を楽しむ会、いたばし野鳥クラブ、市野川水系の会イン滑川町、江戸川・生活者ネット

ワーク/ガールスカウト東京都第215団、(NPO)えどがわエコセンター、大谷川クリーン大作戦市民実行委員会、  

尾久の原愛好会、川の手ふぁんクラブ、北区水辺クラブ、北区水辺の会、(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、小松川平井連合町会、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、隅田川市民交流実行委員会、SAVE JAPANプロジェクト、大正大学 環境サークルsmile、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リークラブ、都漁連内湾釣漁協議会/葛西東渚・鳥類園友の会、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、東京東ローター

アクトクラブ/東京江戸川ローターアクトクラブ/東京東江戸川ローターアクトクラブ、(NPO)荒川クリーンエイド・フォーラム       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、帝京科学大学自然環境学科、東京都立

桐ヶ丘高等学校       （一財）アールビーズスポーツ財団、足立成和信用金庫、ウォルト・ディズ二ー・ジャパン(株)、SMBC日興証券(株)、SMBCフレンド 

証券(株)、(株)エックスワン、NTT東日本埼玉グループ、(株)ガリバーインターナショナル、(株）かんぽ生命保険、(一社)建築ビジョン、豪田ヨシオ部、小松川  

信用金庫、JFE商事(株)、JFE商事労働組合、(株)資生堂、ジブラルタ生命保険(株）、JAMBO International Center、情報労連埼玉県協議会/NTT労働組合

埼玉県グループ連絡会、情報労連東京都協議会/NTT労働組合東京グループ連絡会、ジョンソンコントロールズ(株)、(株)新生銀行、住友生命保険(相)、 

(株)ダイエー、(一社)東京損害保険代理業協会、日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)、日本工営(株)、(株) 阪急阪神交通社ホールディングス、(株)日立 

ビルシステム、(株)ファミリーマート、フィリップモリスジャパン(株)、(株)藤商事、ブルームバーグL．Ｐ．、プルデンシャル生命保険(株)東京第四支社、マルハニチ

ログループ、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トラストシステム(株)システム 開発第4部、

(株)ユーニック、リコーテクノシステムズ（株）、りそな銀行 首都圏地域、ローソングループ        足立区、荒川区教育委員会社会体育課、荒川を考える

葛飾区民会議・葛飾区、板橋区みどりと公園課、江戸川区土木部水とみどりの課、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、戸田市環境経済部環境クリーン推進課 （各五十音順）       ※雨天中止会場を含む 

 

川 ミ 荒川クリーンエイド       データ速報 2013！ 

20年目の 

荒川の水辺に堆積するゴミの種類と数を「調べながら拾う」 

荒川クリーンエイドは、2013年で20年目となりました。 

埼玉県秩父市から東京湾まで、流域各地より届いた 

2013の報告を、ひと足早くお届けします！ 

市民団体 
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企業 
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 荒川クリーンエイド2013

実 施 団 体 

 

荒川クリーンエイド２０周年 
を記念したゴミ袋が 

作られました！ 
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荒川クリーンエイド2013 
 2013年、荒川クリーンエイドは20年目を迎えました。11,559人にご参

加いただき、20年間の総参加者数は163,208人に達しました。参加くだ

さった皆さま、流域各地で実施いただいている皆さま、活動を支えてくだ

さる皆さまに、心より感謝申し上げます。それでは、新しい「川ゴミ調査

カード」で行われた荒川クリーンエイド2013のデータをさっそくみてみま

しょう。 

 散乱ゴミの上位10をみると、タバコのすいがら以外のすべてが「容器

包装」です。容器包装は、ゴミ総数の約３/４を占めています。 
 

「飲食」由来の容器包装が、６割 
 新調査カードでは、容器包装を用途により２つに分けていますが、ペッ

トボトル、食品のポリ袋、プラスチックや発泡スチロールの食品容器など

の「飲食」由来のものが、容器包装の約２/３、ゴミ全体の約６割を占め

ています。河川敷や町で人が食べたり飲んだりするときに出るゴミの  

一部が、自然界に出ているのです。 

 では、20年間に減ったゴミに注目してみましょう。 

 「タバコのすいがら」は、未だ３位と多いゴミのひとつですが、当初は断トツ

の１位でした。1990年代後半に激減し、それ以降も減少傾向にあります。 

喫煙者が減ったこともありますが、マナーが向上したことが大きいでしょう。 

 「買い物レジ袋」は、増え続けていましたが、2007年をピークに減少傾向

に転じました。小売業界のレジ袋削減の取り組みや、生活者のマイバッグへ

の移行などが関係しているでしょう。 

 人の意識の変化、そして、条例等ルール作りや、事業者による取り組み

なども、荒川のゴミに反映しているのではないでしょうか。 

【調査の概要】 

荒川クリーンエイドの各会場で、ゴミを回収

しながら、その種類と数を調べた。 
 
１）期間  2013年1月～12月 

２）場所  荒川流域の河川敷・水際 

   （埼玉県秩父市 

  ～東京都江戸川区・江東区） 

３）地点数 94ヵ所（延べ） 

４）調査項目  

 ・散乱ゴミの種類別個数・袋数 

 ・粗大ゴミの種類別個数 

■新しい「川ゴミ調査カード」で！ 
 もっと学べるカードに！、他の川でも使えるカードに！を目的に、 

調査カードを改定しました。容器包装、タバコ関連、スポーツ・    

レ ジ ャ ー な ど、 

人 の ど の よ う な 

行 動 か ら ゴ ミ が 

発 生 し て い る の

か、調 べ な が ら 

感じられるのが大

きな特徴です。 

■タバコ、レジ袋の回収数の推移 

注：破片を除く 

会場数 122（エントリー数143） 参加者数 11,559 

散乱ゴミ袋数 （45ℓ） 5,708袋   （小袋） 523袋 

粗大ゴミ数 1,189個 

荒川のゴミ2013 上位10 

注：破片を除く 

（個） 

飲食の容器包装

飲食以外の容器

包装

その他

■ゴミの用途別構成比 

容器包装計 

77％ 

※1 この改正の中でレジ袋有料化は条例化されなかったものの、国が定めるガイドラインにしたがって、レジ袋の 

   有料化やマイバッグの配布など、容器包装廃棄物の排出抑制を促進する取り組みが求められてきました。 

ゴミの３/４が 容器包装 

２０年間に 減ったゴミ 

実施概況 



荒川クリーンエイドに参加すると 

「ポイ捨て」しなくなる？ 

 一方、参加して意識に変化があった事柄について参加者に尋ねた

ところ、３人に２人が「町や川でポイ捨てを絶対にしない」としており、 

荒川クリーンエイドへの参加によって、「ポイ捨て」が抑制されるといえ

るのではないでしょうか。 

 その他、「分別の徹底」「ロングユース」「マイボトルを持つ」点につい

ても、3～5割の参加者が「意識が変わった」としており、一定の効果

がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2014年も、荒川クリーンエイドで 

環境保全の意識を高揚し、 

「ゴミをできるだけ出さない」人の輪を広げていきましょう！ 
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 毎号、はじめて荒川クリーンエイドを実施された企業や団体の皆様に活動の 

成果やご感想などをお寄せいただいています。今回は、秋のクリーンエイドに久し

ぶりに参加されたジブラルタ生命保険さんの活動をご紹介します。 

データ 速報 
荒川クリーンエイドのフィールドから 

 雨の降る中で活動いただき、ありがとうございました。11年後の荒川河川

敷、きれいになっていたでしょうか。時代の流れを感じながら、ゴミの少ない

社会を目指して、これからもよろしくお願いいたします。  

 （荒川クリーンエイド事務局） 

※ゴミ調査データの詳細については、2013報告集 （2月末発行予定）、 

 アンケート結果の詳細については、ホームページをご参照ください。 

 （ＨＰ  荒川クリーンエイド アンケート  で検索） 

キャプテン＆参加者アンケート 

 20周年を機に、秋のクリーンエイド実施会場を中心に、キャプテン、

参加者の皆さまを対象にアンケートを実施しました。 
 

多様な目的で 実施されている！ 

 キャプテンは、一人平均５つの実施目的を挙げており、荒川クリーン

エイドは複数の目的を持って行われていることがわかります。 

 最も重要な目的としては、「自然や環境問題への関心を高める」点

を挙げるキャプテンが最も多く、ゴミを拾って荒川の自然を回復する 

ことを旗印としながら、「啓発」がその大きな目的となっています。 

0 20 40

１ 荒川の環境美化

２ 荒川の自然を回復

３ 社会や地域への貢献

４ 地域や社員等の交流

５ 社会貢献や地域への関心向上

６ 自然や環境問題への関心向上

７ 川や海のゴミ問題の解決

８ その他

最も重要な目的

その他の目的

■実施の目的 （キャプテンアンケートより） （人） 

（回答者数：40） 

 昨年の10月、11年振りに荒川クリーンエイドの活動に参加さ

せていただきました。私どもジブラルタ生命では、毎年10月の

第一土曜日は社員が日頃お世話になっている地域でボラン

ティアに取り組もうと呼び掛け、今年も全国で１万人を超える 

社員（家族を含む）がこの活動に参加しました。実は11年前に

私が初めて荒川クリーンエイドの活動に参加させていただいた

のも、このイベントの一環でした。 

 11年前、京成の八広駅の近くの河川敷を清掃したとき、  

荒川の上流で捨てられたゴミが流され、水際に茂るヨシに辿り

ついてたくさん溜まっており、「これはゴミ拾いではなく、ゴミ置き

場のゴミを袋に入れて集めているんだ」と思ったのを覚えて  

います。 

 今回は前日から降り続いた雨で、水際に行くと滑ってケガを

する可能性があるので、急遽、河川敷での清掃になりました。

11年前は街中でのタバコのポイ捨てが平気でなされていた 

時代だったこともあり、荒川の河川敷でもタバコの吸い殻が  

多かったように記憶しておりますが、喫煙者の減少に加えて 

マナーが向上したこともあり、以前に比べてかなり少なくなった

ように感じました。また、これも時代の流れだと思いますが、 

アメやおかき等のお菓子の小分け包装が増えたせいか、そうし

た小袋がたくさんありました。世の中、便利になるのはいいので

すが、一方ではそれだけゴミが増えていることを実感しました。 

来年はもっと天候に恵まれた中で参加し、水際のヨシにも 

優しい荒川になるようにお手伝いができればと思っています。  

11年振りに 

荒川クリーンエイドに参加して  
ジブラルタ生命保険株式会社 広報チーム 石橋 渡 さん  

0 20 40 60 80

町や川でポイ捨てを絶対にしない

ゴミの分別を徹底しよう

長く使えるものを買い、大切に使おう

マイボトルを持ち、ペットボトル飲料をで

きるだけ買わないようにしよう

特に変化はない

■参加して、意識に変化があった事柄 （参加者アンケートより） （%） 

（回答者数：133） 



 

パネル展 ～拾って・守って20年～ 

『荒川クリーンエイド20年の軌跡』 
 
 20周年記念会にさきがけ、荒川クリーンエイドの活動やゴミ、生き

物などについてまとめたパネル展を開催します。懐かしい写真に  

出会えるかもしれません。ぜひ足を運んでください！ 
 
■日 時 平成26年1月7日（火）～2月5日（水） 9:30～17:00 

■会 場 amoa （荒川知水資料館）２Ｆｴﾚﾍﾞｰﾀｰ前展示スペース 

  （ＪＲ「赤羽駅」より徒歩20分、または、 

  東京メトロ「赤羽岩淵駅」「志茂駅」より徒歩15分） 

■入場料 無料 
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ご支援に心より感謝申し上げます。 

テーマ別寄付 普及啓発基金   連合東京 

  

●ご寄付  （2013年9月～12月決定分） 

荒川クリーンエイド 2013-2014 

報告・連絡会 
 
 荒川クリーンエイド2013をふりかえるとともに、今後のさらなる 

発展を目指して、報告・連絡会を開催します。連絡会の部では、

ゲストスピーカーとともに、荒川クリーンエイドのこれからを語り合い

ましょう。どなたでも、ご参加をお待ちしております！ 

■日 時 2014年 2月7日（金） 

  15:00～17:30 （14:30～受付）  

■会 場 シアター1010（センジュ） ギャラリー 
     （北千住駅西口すぐ 千住ミルディス（北千住マルイ）11階） 

■対 象 会員、関係者、その他関心のある方 
 
■プログラム 

 【第１部】 2013 報告会  15:00～16:05 

    ・荒川クリーンエイド2013報告、ゴミ調査結果 

    ・荒川クリーンエイド2013功労団体 表彰 
 

 【第２部】 2014 連絡会  16:15～17:30 

   みんなで語ろう、 
  荒川クリーンエイドのこれからの10年 
 
 ゲストスピーカーによる話題提供をもとに、会場の皆さまと 

 意見交換を行います。 
 
 【テーマ（仮題）と話題提供者】 

 ・「地域での広がり」 島村運輸倉庫株式会社 引間 太一 様 

 ・「全国への広がりと、ゴミ問題の根本解決」 
    一般社団法人JEAN代表理事    金子 博 様 

 ・「社会課題の解決に向けた、ＮＰＯの果たす役割」 
   公益財団法人パナソニック教育財団  金村 俊治 様  
 
■参加費 無料  ※事前に事務局までお申込下さい。 
 
 ※写真展 『荒川と荒川クリーンエイドの20年』 もお楽しみに！ 

  （報告・連絡会、20周年記念会の会場にて、14:00～） 

  

 荒川クリーンエイドが20年目を迎えたことを記念して、「荒川クリー

ンエイド20周年記念会」を開催します。活動を支えてくださっている

皆さまに感謝し、ともに楽しい時間を過ごしたく、皆さまのご参加を

心よりお待ちしております。 

■日 時 2014年2月7日（金）18:15～20:30（18:00～受付） 

■会 場 シアター1010（センジュ） ギャラリー 
     （北千住駅西口すぐ 千住ミルディス<北千住マルイ>11階） 

■対 象 会員・関係者の皆さま 

■参加費 3000円  （学生 2,000円） ※立食で軽食をご用意します 
 
■主なプログラム 
 18:15 プレセッション「荒川クリーンエイドの20年」 
 18:30 ごあいさつ 
 18:45 荒川クリーンエイド功労団体 表彰 
   （荒川下流河川事務所様より） 
   ～ 歓談 ～ 
 19:15 感謝状贈呈 （荒川クリーンエイド・フォーラムより） 

   ～ 歓談、スピーチなど ～ 
 
※事前に事務局までお申し込みください。 

荒川クリーンエイド ニュース vol. 73 2013年度 冬号 
 2014年１月10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  

お知らせ 荒川クリーンエイド 

20周年記念会 

荒川クリーンエイド2012で拾われた 

散乱ゴミ数のランキング上位10                        

 荒川クリーンエイド・フォーラムのブースでは、 

荒川クリーンエイドの紹介や荒川クリーンエイド 

2012ゴミ調査の結果、荒川で拾われた意外なゴミ・危険なゴミなどを展示しました。

「荒川ってどこ？」からはじまる人、荒川のゴミの写真やゴミ展示物に驚く人、荒川の

生き物の写真から目を離さない子どもたち、様々な人が訪れて話を聞いてください 

ました。これからもたくさんの人に荒川や荒川クリーンエイドについて伝えていきたいと

思います！お越しくださった皆さん、すてきな展示物をたくさん作ってくださった学生

ボランティアの皆さん、ありがとうございました！ 

 12月12日（木）～14日（土）、東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ2013」に荒川クリーンエイド・

フォーラムも出展しました！今回は、「水でつながる森・川・海エリア」に出展し、森や海で活動する団体の 

皆さんとも連携して、流域というつながりを来場者の皆さんに知っていただく機会となりました。 

エコプロダクツ 

    2013 に出展！ 


