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ゴミのない未来、
自然とともに生きる社会へ
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【報告】第1回川ごみサミット開催！

川ゴミの解決を目指し、全国でネットワークを！
1月23日(金)、24日(土）に、「第1回川ごみサミット」を開催しました。
2日間にわたり、川で活動する市民団体、企業、業界団体、行政、大学教授など多く
の方々にご参加いただき活発な意見交換が行われました。
河川のゴミは、もはや拾うだけではなく、川や海にかかわる人々が共に手をとり発生抑
制に向かうべき時期にきています。そこで全国の河川・海洋環境保全に取り組む団体
が集まりサミットを開催しました。
主催は、全国川ごみネットワーク実行委員会。荒川クリーンエイド・フォーラムはその
事務局として、中心的に企画・運営を進めました。
2日間にわたり、取り組み事例紹介、課題の共有、今後に向けた様々な意見交換な
ど、充実したサミットとなりました。

ー1日目ー
■「河川・海洋環境保全に取り組む
市民団体と産官学ができること」をテーマに
パネルディスカッション

◆2日間の主なプログラム◆
1月23日(金) 13:00～17:00
〇話題提供「川ごみの現状と背景」
- 藤枝 繁 氏
（国立大学法人 鹿児島大学 水産学部 教授）
〇パネルディスカッション
〇グループディスカッション

市 民、企 業、行 政
の各主体のこれまで

1月24日(土) 9:30～16:00
（午前）
〇『調べるゴミ拾い』形式で
クリーンアップ活動
（午後）
〇 全国の河川環境団体の取り組み発表
〇 全体意見交換（今後の展開について）

の取り組みと、それを
阻んでいる課題をご
紹介いただいた後、
互いに期待 する こと
について質疑応答、
会場も交えた質疑応

― ２日目 ―

答を行いました。
各 主 体 が、そ れ ぞ
れ川ゴミの問題について広報や啓発に取り組んでいるものの、未だ多
くの人がこの問題を知るに至っていないことや、どのセクターにおいて
も、他のセクターの知恵を借りながら効果を上げていきたいと願ってい
ることなども浮かび上がってきました。

■全国の河川
環境団体の取り
組み発表
「捨てない、捨てさ
せ な い」啓 発、川 の
恵を楽しむ環境教

○コーディネーター： 一般社団法人JEAN代表理事
○パネラー
・NPO法人新潟水辺の会 事務局次長

金子 博氏
加藤 功氏

主体のワークショップでゴミ対策を考えるなど、数々の特徴ある

・日本プラスチック工業連盟 事務局長

岸村 小太郎氏

取り組みを、３団体の皆さまよりご紹介いただきました。

・国交省 水管理・国土保全局河川環境課 水環境管理係長 大嶋 恭子氏
・環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋環境室 室長補佐 森田 紗世氏
・国立大学法人鹿児島大学 水産学部 教授
・NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 事務局長

室、地域ごとの住民

【発表団体】

藤枝 繁氏

・美しい山形・最上川フォーラム

会長 柴田

洋雄氏

伊藤 浩子

・NPO法人プロジェクト保津川

理事 早田

和仙氏

・恩智川クリーン・リバープロジェクト

■課題を知り、解決に向けて！
グループディスカッション

いしだ はじめ氏

■全体意見交換と
「第 1 回 川 ご み サ ミ ッ ト 宣 言」

参加者全員がそれぞれ関心のあるテーマに分

今後に向け、川ごみサミットを実のあるものとし

かれ、活発に意見交換が行われました。最後に

ていくための方向性について、参加者全員によ

各グループで話された意見を紹介しました。

る意見交換を行いました。
そして、川ごみサミットを通じて目指す方向性

【各グループのテーマ】
・第1グループ「広げる（ネットワークづくり）」
・第2グループ 「伝える（川ゴミを知ってもらう）」
・第3グル―プ 「減らす（川ゴミ対策に向けて）」

を確認するものとして、参加者有志より、『第１回
川ごみサミット宣言』を発行しました。
川ゴミを拾うだけでなく、川ゴミの削減に向けた
行動プログラムの策定とその実行に向け、継続
的に展開していくことを、確認し合いました。
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【報告】 荒川クリーンエイド報告・連絡会

2014年もありがとうございました！

ゴミ拾いネットワーク情報交換の場に
2月13日（金）北区の北とぴあにて、実施団体、関係者約50人
の皆さまにご参加いただき、荒川クリーンエイド・フォーラム2014-

◆◇功労者賞贈呈◇◆
荒川クリーンエイド2014報告会などで、次の団体の皆さ
まを表彰させていただきました。

2015報告・連絡会を開催しました。

◇荒川クリーンエイド2014功労者賞受賞団体◇

■荒川クリーンエイド2014の成果報告
６年間連続ペットボトルが1位など、荒川のゴミのデータほか、
流域各地の皆さまと取り組んだ様々な成果をご報告しました。

１．ゴミの総数最多

SMBC日興証券株式会社 様

２．ペットボトル回収数最多

日本ロレアル株式会社 様

■実施団体の事例紹介

３．特別賞（マラソン大会と併せたクリーンエイドの取組に）
FUJIO PROJECT 様

140の全実施会場の中から、特色ある取組として、次の２団体
の事例をご紹介いただきました。

４．活動10年表彰
・ボーイスカウト東京連盟城北地区北第11団 様
・葛飾区立小松南小学校 様
・江戸川区立平井小学校 様

◇北区水辺の会
荒川の自然地「北区・子どもの水辺」で、他団体のサポートも
含め、地域、学校、企業など年969人が参加されました。
◇リコージャパン株式会社
環境社会貢献の一環として、社員とそのご家族だけでなく、
地域の皆さんやお客様とともに、年2回実施されました。

■セミナーとディスカッション

「野生生物を脅かす海洋ゴミ」
～北西ハワイ諸島ミッドウェー環礁からの報告～
川ゴミが行き着く先
について知るため、３
年に亘る太平洋の北
西ハワイ諸島ミッド
ウェー環礁でのゴミの
調査について、NPO法
人 OWS 代 表 理 事 横
山耕作氏よりご報告
いただきました。
その後のディスカッ
ションでは、「ゴミを捨てるとどうなってしまうのかを知ることで、意
識が変わっていくだろう」との意見が出され、 荒川クリーンエイドの
活動のなかでも更に知らせていくべきと、皆で共有しました。

日本ロレアル株式会社様

FUJIIO PROJECT様

荒川クリーンエイド
2014も、表彰団体をはじ
めとす る多くの 団体、参
加者の皆さまのお力で、
大きな成果を上げること
ができました。

葛飾区立小松南小学校 様

皆さまに厚く御礼申し
上げます。

【報告】 環境省主催「Ecoカフェミーティング」

成果はセクター間連携など、社会発信とゴミを“減らす”取り組みが今後の課題
地域で持続可能な街づくりに関わる活動（ＥＳＤや環境教育）を先進的・積極
的に進めている組織の成果や課題を共有することを目的に、環境省が開催し
ているEcoカフェミーティング。荒川クリーンエイドの事例が取り上げられ、2月13
日（金）、荒川クリーンエイド報告・連絡会と併せて開催されました。

■荒川クリーンエイドの成果と課題は？
荒川クリーンエイドの実施団体をはじめとする30人の皆さんが参加され、
ワークショップで楽しく荒川クリーンエイドの活動をふりかえる機会となりました。
【成果】

行政との連携、企業との連携、年間1万人以上が参加、
20年間蓄積したゴミのデータ
etc.

【課題】

なくならないゴミ、まだ多くの人に知っていただけていない etc.

【解決のためのアクション】
楽しく環境を考える教育、体験を通じた啓発、メディアへの発信、
行政との連携を強める、自然にかえる素材、事業者の責任としての
ゴミ拾い、回収責任、ゴミの日に全国でゴミ拾いができるように
etc.

市民団体・行政・企業がいっしょにワークショップ
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お知らせ
2015年度
クリーンエイド体験会＠下平井

主なスケジュール（予定）

荒川 de 調べるゴミ拾い
春の水 辺で、冬の 間にた ま っ た ゴミ、ゴミ、ゴミを、皆で力を
合わせて拾いましょう！
午後は、きれいになった水辺で、カニを探したりしましょう。

□日時

４月12日（日）

10：00～14：30

□場所 下平井水辺の楽校
（江戸川区・総武線「平井駅」より徒歩15分）
★お申込、詳細はＨＰから
検索

クリーンエイド体験会 2015

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

4/12（日）

春のクリーンエイド体験会
（下平井水辺の楽校）

5/15（金）

定期総会

6/7（日）

身近な水環境の全国一斉調査

8/29（土）

荒川クリーンエイド体験・説明会

9/5（土）、6（日）

荒川源流エコツアー（秩父市）

9/12（土）

バッタとなかよし（江戸川区）

10/12（祝月）

秋のクリーンエイド体験会
（下平井水辺の楽校）

(2016年)
2月

荒川クリーンエイド報告・連絡会
※荒川クリーンエイドは年間を通して開催されます。

荒川クリーンイドを
応援してください！
荒川クリーンエイド・フォーラム

第16回

定期総会

●●●●●●●●●●●●●●●

2015年度定期総会を開催いたします。多くの皆さまにご参加いただ
きやすいよう今年は平日の夜間の開催とします。ご参加お待ちして
います。

□日時 5月15日(金） 19：00～20：00
□会場 北とぴあ 802会議室B
※非会員の方も、この機会にぜひご入会いただき、ご参加ください。

荒川クリーンエイド2015

■■■■■■■■■■■■■■

■会員になってください！
荒川クリーンエイドの活動は、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。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

会員になると．．．
１．「実施団体」とし荒川クリーンエイドを実施できます！
２．当会の発行物をお届けします！（ニュースレター、報告集など）
３．エコツアー等イベント参加費、グッズ等が割引になります！
４．【正会員】総会において議決権があります！

参加者・実施団体募集中！！

■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 で は、活 動 の 盛 り 上 が り と と も に
スタッフが不足しています。特に、以下の事務局業務のお手伝いをし
てくださる方を求めています。

荒川クリーンエイドに参加したい！という方、または自分たちで荒川クリーン
エイドをやりたい！という団体を募集しています。
クリーンエイドに参加、または実施を検討されている団体の皆さまは、気兼ね
なく当フォーラムまでご連絡ください。

★参加するには
荒川クリーンエイド 会場案内

検索
様々な生物が棲み、みんなの憩いの場となっている荒川の自然を助
ける仲間になりませんか？

★実施するには
荒川クリーンエイド 実施の流れ

≪例≫
●平日に事務局で：データ入力、資材準備、発送作業 など
●週末に荒川で：ゴミ拾い活動サポート補助 など

検索

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

●ご寄付 （2015年1月～3月決定）
皆さまのご支援に心より感謝申し上げます。
一般寄付： 久光製薬株式会社ほっとハート倶楽部
ＭＳ＆ＡＤゆにぞんスマイルクラブ
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

お気軽に事務局までお問合せください！

荒川クリーンエイド ニュース vol. 77 2015春号
2015年3月25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

