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　皆さんは「太平洋ゴミベルト」をご存知で
しょうか。サンフランシスコとハワイのほぼ中
間にあたる、北太平洋にあるのですが、この
海域では、海流が収束し、様々な種類のプラ
スチックゴミが集積しています。太平洋ゴミベ
ルトでは、破片類やペットボトルキャップも多
いのですが、目に見えないほど細かくなった

プラスチックゴミも多く、その重量は、魚など
の餌となるプランクトンの約6倍と推定。それら
のゴミを鳥や魚介類が餌と間違えて飲み込み、
死に至る被害が後を絶ちません。
　また、釣り糸などのゴミが絡みつくなどして
生き物を苦しめることも、世界の海から報告さ
れています。

　これらのゴミはどこから出るのでしょうか？
実はその多くが、私たちが住む町からなのです。
排水溝の水・下水や、遠くから風で飛ばされてく
るゴミが川に入り、海まで辿りついているのです。
　私たちが普段出しているゴミが、川や海で
多くの命を奪っています。そして、これは鳥や魚
だけの問題ではないのです。それらを食べる、

食物連鎖の上位にある人間にも被害が及ばな
いとも限りません。つまり、海ゴミ、川ゴミ、町
ゴミは、私たちにとっても重要な問題なのです。

　ゴミ問題を考え、普段の生活でちょっとした工
夫をすること。そして身近なゴミを拾うこと。そ
れは、私たち自身を守ることにもつながるのです。

身のまわりのゴミが、川や海に住む生き物の命を脅かす。

1
荒川から地球が見えてくる！

川ゴミはもはや他人事ではない？

野鳥のくちばしに絡みつく釣り具

写真提供：一般社団法人JEAN

鳥の臓器から発見されたプラスチックの粒

バーベキュー
ポイ捨て
不法投棄

風で飛ばされて

排水溝への
タバコのポイ捨て
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　海に流れる川のひとつ、私たちが住む日本
の川は現状どのようになっているのでしょうか。
荒川を例にとってみてみましょう。
　都市を流れる荒川は、植物が茂り、虫や鳥、
魚など多様な生き物が棲む自然豊かな川です。
ところが、一歩水辺に近づいてみると、ペット
ボトル、レジ袋、カップ麺の容器、飲料缶、タイ
ヤやテレビ……驚くほどのゴミが積み重なっ
ています。

　川で拾われなかったゴミは、海に流れ出て
世界中の海や島の自然環境を破壊しています。
海から見ると、海のゴミの8割は川から流れて
来るといわれています。ですから、海に出る前に、
川で拾うことがとても大切なのです。

　地球温暖化や生物多様性の損失など地球
規模の環境問題の解決がまったなしの状況
となり、それぞれの地域で解決の取り組みが
始まっています。そのひとつとして、身近な川での
「調べるゴミ拾い」という活動を紹介します。
　荒川では、ヨシ原や干潟に取り残されたゴミ
を調べながら拾う、荒川クリーンエイドという
活動が20年前から行われています。どうして
拾うだけでなく調べるのでしょうか。それは、
荒川のゴミを調べると、人間が出し続けている
ゴミが地球環境を痛めつけていること、そして、
私たちの生活の在り方や社会のしくみがそれ
に大きく関わっていることが見えてくるからです。

　荒川クリーンエイドでは、荒川流域のゴミ
の調査データを集約して、マスコミ、展示会、
荒川河川敷などで伝え、川ゴミの問題の重大
性を広く知らせています。また、荒川をはじめ
とする川や海のゴミのデータは、国際ゴミ調査
（ICC：International Coastal Cleanup）に提
出され、世界の海ゴミ問題の解決にも役立て
られています。
　本書を通して、「調べるゴミ拾い」荒川ク
リーンエイドを事例に、川からどんな環境問
題が見えてくるのか、そして、その問題をどの
ように解決することができるのか、いっしょに
考えてみましょう。

川のゴミの現状 ～荒川の場合～

4

「調べるゴミ拾い」荒川クリーンエイド活動

1
荒川から地球が見えてくる！

散乱ゴミ上位20
（荒川クリーンエイド2013で回収）

1.飲料ペットボトル
2.食品のポリ袋

3.タバコのすいがら・フィルター
4.ポリ袋 (食品、レジ袋以外)
5. 食品のプラスチック容器

6.食品の発泡スチロール容器
7. 飲料缶

8.買い物レジ袋
9. 飲料ペットボトルのキャップ

10. 飲料びん
11.使い捨てライター

12.プラスチック・ボトル
13.ボール

14.その他の生活用品
15. 飲食以外のプラスチックのふた

16. 飲食のプラスチックふた
17. 飲料紙パック

18.スプレー缶・カセットボンベ
19. 紙の袋

20.くつ・サンダル類 1517 

1688 

1712 

1896 

2283 

2746 

2868 

2891 

3396 

3659 

7840 

8217 

8471 

8482 

9048 

9208 

10176 

10497 

11801 

23374 

飲料・食品の容器包装
飲食以外の容器包装
タバコ関連
スポーツ・レジャー
生活用品

※破片類を除く
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　荒川で「調べるゴミ拾い」を行った結果、
素材別にはプラスチックゴミが約6割、用途別
には容器包装ゴミが約3/4を占めていること
がわかりました。いずれも、大量生産・大量消費
社会の産物ではないでしょうか。ただ、買い物
をするときにレジ袋を断る、包装の少ない物
を選ぶなど、私たちの日頃の心がけで、減らす
ことができるゴミが多くを占めているという
こともできます。

　ここまで、荒川のゴミの深刻な問題について
取り上げてきました。ゴミはたしかに増える
一方です。ただ、その一方で減ったゴミもある
ことを皆さんはご存じでしょうか。
　例えば、タバコのすいがら。タバコのすいがら
は20年前に比べるとずいぶん減っています。
喫煙者が減ったこともあるでしょうが、マナー
の向上によりタバコのポイ捨てが少なくなった
ことが大きいようです。

　また、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あります。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。
　人が気づき行動すれば、ゴミは減っていく
のですね。そして、人の意識や行動には、条例
などルール作りも大きく関わっています。人の
気づき。それがすべてのきっかけになるのか
もしれません。

川ゴミから、大量消費社会が見える 人の気づきにより減ったゴミ

※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。
注）タバコ販売本数は、(社)日本たばこ協会「紙巻きたばこ統計データ」の紙巻たばこ販売本数より

荒川クリーンエイド2013で回収した
散乱ゴミ個数（破片類を除く）

荒川クリーンエイド2013で回収した
散乱ゴミ個数（破片類を除く）

川のゴミの現状 ～荒川の場合～
荒川から地球が見えてくる！

荒川ゴミの素材別割合 荒川で回収されたタバコのすいがら、レジ袋数の推移

荒川ゴミの用途別割合

プラスチックのゴミが
約6割を占める！

レジ袋、お菓子の袋、
食品トレーなど

容器包装が
ゴミの約3/4を占める！

1

荒川クリーンエイド2013年調査結果
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1998年
日本たばこ産業が
タバコ銘柄のCM
を自主規制

2004年
メディアのタバコ
銘柄広告、屋外広
告の制限強化

2007年
改正容器包装
リサイクル法施行※1

2002年
路上喫煙禁止条例が全
国で初めて東京都千代
田区で施行。その後各
地の自治体にも広がる

62%
プラスチック

その他・不明
複合素材
タバコのすいがら
布
ゴム
紙
ガラス・陶器
金属

4%
7%
7%
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8%

77%
容器包装

その他
レジャー・スポーツ
生活用品・食器類
タバコ関連

4%
3%
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10%
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　では、どのようにして川ゴミに対する人の意
識や行動は変わり得るのでしょうか。ニュース
や人づてでわかることもありますが、体験に
勝るものはありません。一人ひとりが、川ゴミ
の現状を目の当たりにすることで、問題の重
大性や、ゴミを生んでいる私たちの生活や社

会の仕組みに気づきます。そして、繰り返し参
加することでさらに多くの気づきを得、「行動
変容」に近づいていきます。
　一人ひとりが意識や行動を変えていくこと
で、社会を変えようとする。それが「調べるゴ
ミ拾い」なのです。

目の前の“現実”が人の行動を変える

　自分自身は、小さいときにあまり親に自然の
中に連れ出してもらえなかったので、できる限り
連れ出してあげたいと思っています。親の背中を
見て、環境を意識するようになってほしいです。
　荒川クリーンエイドや下平井水辺の楽校に
参加すると、いろいろな年齢の子や大人と触れ
合い、人との接し方、関わり方を学ぶ機会になる
のも大きな魅力です。

横田 友子さん・桃香さん

河川ゴミの量や種類が
想像以上で正直とても
衝撃を受けた。

捨てるのは簡単だが
元に戻すのは大変で、
自分としては目を背け
ていた部分があった。

ゴミ拾いを続けていくことだけでなく、
ゴミ自体を出さないようにしていくこと
が大切だと思います。生活の中ででき
ることをしていきたいです。他の人にも
現状を知ってもらうため社会に情報を
発信していきたいと思います。

　環境フェアで、荒川の自然を楽しむ"下平井
水辺の楽校"と、そこで行われる"荒川クリーン
エイド"のことを知りました。子どもは、ゴミ拾い
が面白いようで、バッタ観察のときも、「今日は
ゴミ拾いしないの？」としきりに聞いていました。

　シャンプーなど詰め替え用を買う、水筒を持
ち歩く、子どものお菓子を買うときもできるだけ
個包装のないものを買うなどしています。

̶参加のきっかけは何ですか？

̶参加後、日頃のゴミについて、
行動や気持ちが変わったことは？

̶活動を通して、
お子さんにどうなってほしいと思いますか？

調べながら拾う 考えるふりかえり

「調べるゴミ拾い」体験

体験・学び・行動変容のサイクル

意識が変われば社会も変わる！
2 INTERVIEW

新入社員研修参加者

新入社員研修参加者 個人で参加した方

参加者の声　

また参加しよう！

ゴミ拾い体験を反芻する
人と話す

皆で感じたことを共有する一つひとつ手に取って数える

一人ひとりの変化

社会の変化

意識が変わる
ゴミ捨てや買い物のときに
意識するようになる

行動が変わる
ゴミをできるだけ生まない
生活を実践するようになる

ゴミを生まない循環型の社会　　ゴミのない川、海、地球
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　「調べるゴミ拾い」はどのように実施するの
でしょうか。一見難しそうですが、20年の試
行錯誤の中で確立された荒川クリーンエイド
の方法・ノウハウを活用すれば、効果的にゴミ

を拾い、調査し、学ぶことができます。安全
管理などのキャプテン向けマニュアル類も充
実しているので、はじめての方でも安心して実
施できます。

環境に負荷を与えるゴミ約40品目を取り上げ、品目ごとに数を調べます。

● 人のどんな活動から発生したものかによって分類され、
調査しながら学べます。

● 環境負荷の高い「破片のゴミ」も調べます。

荒川クリーンエイドはこんなふうに行われています！

誰でも簡単にスタートできます！

● ゴミ調査カードの集計結果
● 写真　……など

ゴミを前に皆で写真を撮って、
達成感をともにしましょう。

記念撮影 ふりかえり・クロージング

ゴミを拾いながら、
植物やカニ、虫など川の生き物に出会えます。

自然と触れ合う

5人のチームで調査カードを使って行います。

調べるゴミ拾い

主旨、手順、安全注意などを説明します。

オープニング

チームで感想や気づいたことなどを話し合い、
それを全体で共有します。おつかれさまでした！

● 説明会への参加
● 企画、下見

● 参加者の募集
　　　……など

キャプテン向け当日マニュアル、安全管理マニュアル

マニュアル類が充実しているので、
はじめての方でも安心して実施できます。

調べて学べる「川ゴミ調査カード」

ここが
 ポイント！

※この調査カードは、全国の川ゴミ調査に使えるよう、
　海ゴミ調査団体(一般社団法人JEAN)と連携して開発したものです。

荒川クリーンエイド実施の流れ

3

当日事前準備

報告

※荒川以外の場合はゴミの処理について自治体にご相談ください。
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高山 亮さん

INTERVIEW

　ゴミを拾っている最中、そして終わって綺麗
になった後、ふとあたりを見渡すと、自然の
美しさや大切さを感じる瞬間がたくさんあり
ます。自然に親しみ、そのありがたさを感じら
れることも醍醐味です。

とても楽しく自然と触れ合うことができ、子ども
たちも大満足でした。長男はオオカマキリを
触ったこと、次男はベンケイガニを触ったことが
自慢のようです。生き物を捕まえた後の”どや顔”
がとてもおかしかったです。

　「調べるゴミ拾い」では、ゴミに対する人の
意識が変わるだけではありません。荒川ク
リーンエイドの現場では、様 な々「つながり」が
生まれ育まれています。それは、チームで協力
しながらゴミを拾い、ともに感じ考える共同
作業の中から生まれる副産物ともいえます。

● ゴミ拾いという単純で大変な作業が、チーム
で役割を分担して効率よく進めれば、とても
楽しくなる。

● チームで動くという時に、いかに目的の共有や
行動の優先順位、役割分担が大切なのかが
身にしみた。

● コミュニケーションを取らなければ、チームと
しては機能しない。全員の発言や当時者意
識が非常に重要だと感じた。

荒川がきれいになって、しかも一緒のチームの
人と仲良くなれるのが、荒川クリーンエイドの
いいところだと思います。活動の後は、仲間と
飲みに行くこともあり、荒川やゴミ拾いの話を
するなど、楽しくも真剣な良い交流の場と感じ
ています。

「調べるごみ拾い」にはこんな価値も！

　実は、最初は荒川クリーンエイドではなく、他の
団体の活動に参加していました。私は子どもの
ときに自然に囲まれて育ったのですが、東京の
子どもたちにはなかなかそういった機会がない。
だから、自分の子どもにも自然の中で様々な体
験をし、多くの気づきを得てもらいたいと考えて
応募しました。その活動の中で、荒川クリーンエ
イドと出会いました。

　自分がリーダーをやるきっかけになったのは、
震災ボランティアで知り合ったある女性の想い
です。自分が撮影した荒川のゴミの写真を送った
ところ、「この川ゴミは誰かが拾わなくてはなら
ない！」と自分たちでゴミ拾いを始めたいと言って
くれました。それであれば、自分は人を集めるの
は苦手だけれども、“場”を作ってそういった方々が
ゴミ拾いをすることができる環境を整えようと
思い、リーダーを買って出ることにしました。

　参加者が「調べるゴミ拾い」をきっかけに変
わっていく姿を見ることでしょうか。
　特に子どもたちに期待しています。ゴミ拾いを
通して、素直な心でゴミ問題に向き合ってもらい
たいです。押しつけの学びではなく、自らの気づ
きを通して学んでいく。その積み重ねが、きっと
ゴミをむやみに捨てない思いやりのある人間を
育てていくのではないでしょうか。この活動は、
次世代を育てることにつながっていると思います。

　何事もやってみないと、そのやりがいも大変さ
もわからないと思います。まずは一歩、気軽に踏み
出してみてください。様々な魅力あふれる人との
つながりもできて、きっと楽しいですよ。それに、
仕事以外の場でできることの可能性が広がると
思います。得るものがたくさんあるのではないで
しょうか。皆さんと一緒により綺麗な川、より良い
社会を作っていけることを楽しみにしています！

高山 亮さん (49歳）
2008年に荒川での自然体験活動に参加したことをきっかけに
荒川クリーンエイド活動に参加。2012年に初めてリーダーと
して荒川クリーンエイドを実施した。東日本大震災ボランティア
にも数多く参加している。日本自然保護協会 自然観察指導員。

̶荒川クリーンエイドの活動をはじめた 
きっかけは何ですか？

̶現在はリーダーとして、
荒川クリーンエイドでゴミ拾いをされていますね。

̶実際にリーダーをされてみて、
どのようなやりがいをお感じですか？

̶リーダーをすることに興味をもっている方に
メッセージをお願いします。

13

親子で参加した方の声 新入社員研修参加者の声

個人で参加した方の声

1.自然と親しめる

荒川クリーンエイドはこんなふうに行われています！
3

2.人とのつながりができる
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　1994年に約2,600名でスタートした荒川
クリーンエイドは、2013年には11,559名が
参加し、荒川流域の122ヵ所もの場所で活動
が行われるに至っています。

　市民団体や自治体、企業、そして学校など、
様々な団体とネットワークして、活動を通して
カバーしているのは荒川の源流から河口まで。
また、荒川だけでなく、全国の川に「調べるゴ
ミ拾い」の輪が広がるよう、「全国川ごみネット
ワーク」というしくみも始まっています。
　スタートするのは簡単。長年の活動実績を
もとにしたノウハウもありますので、「面白そ
う」「やってみたい！」と思った方は、まずは
お気軽にお問合せください。

みんなで始めよう！

広げよう！「調べるゴミ拾い」の輪！

　拾っても拾ってもなくならない川のゴミ。ゴミ
は人間が出したものに他なりません。川や海
を汚し地球環境を痛めつけるゴミの問題を
解決するには、ゴミのポイ捨てや不法投棄を
抑制するとともに、社会のゴミそのものを減ら
す、つまり、ゴミをできるだけ生まない循環型
のライフスタイル、社会にシフトしていくこと
が必要です。

　「調べるゴミ拾い」は、川のゴミを拾いながら、
ゴミを生まない行動を促す、啓発を伴った環境
活動です。市民、学校、企業、行政などさまざ
まな主体がこの問題の重大性に気づき、ともに
行動し、問題解決に向かうことが重要となって
います。まずは、「調べるゴミ拾い」を体験して
みてください。そして、ゴミのない未来の地球を
いっしょに創っていきましょう！

未来をつくるのは、私たち。

ゴミのない未来の川、海、地球
自然と共生する循環型の社会を目指そう！

啓発、ルール作り、仕組みづくりを
つながり、共に解決に向かおう！

個人生活で、会社で、地域で、まずはできることからアクション
ゴミを減らす方法を考え、行動しよう！

川や海のゴミ問題の現状を実感
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荒川クリーンエイド参加人数と実施会場数

2013年現在、荒川流域の他、山形県、新潟県、大阪府、
京都市などで「調べるゴミ拾い」が行われ始めています。

15

広げよう「全国川ごみネットワーク」さまざまな団体の声
～「調べるゴミ拾い」の良いところ～

4
みんなで始めよう！

4

りそな銀行首都圏地域

ゴミが自然に与える影響を直に感じる
ことで、環境問題への関心が高まること。
職場の同僚との一体感を醸成できる
とても良い機会です。

江戸川区立平井小学校

自然との触れ合いを通して、子ども
たちにとって荒川は単なるボール
遊びをする芝生広場でなく、大切
な自然がある場所になりました。

企業

学校

身近な川に親しみを持ち、川を大切
にしようとする意識を高める第一歩と
して、気軽に参加できる活動。

自治体

江東区

誰もが出している「ゴミ」を調べて
拾うという活動を通して、社会の問
題、環境の問題を自分の問題として
直接考えるきっかけができるところ。

市民団体

江戸川・生活者ネットワーク

「調べるゴミ拾い」に参加してみよう！


