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公益財団法人河川財団
による河川基金の助成
を受けています。



2019年調査報告
河川及びその調査地点によって、ごみ量に大きく偏りがあり、非常に限られた水辺の調査結果ですが、調査した

河川、のベ191．68kmで、ペットボトルが31．890本数えられました。

●水辺のごみの個数内訳　　　　　　　　●調査地マップ

川 �海 �湖沼 �合計 

ペットボトル �31，890 �371 �1，521 �33，782 

レジ袋 �12，636 �709 �1，663 �15，008 

カップ型 飲料容器 �十644 �151 �292 �2，087 

まち：5カ所／ペットボトル66本／レジ袋11枚／カップ型飲料容器4個

●調査状況

川 �海 �湖沼 �合計 

調査件数 （※1） �447 �9 �12 �468 

、調琶範囲 （km） �191．68 �2．47 �27．2 �221，35 

参加人数 （人） �7，895 �707 �703 �9，305 

（※l）同じ地点でも調査時期が異なる場合は複数件としてカウント

●計算結果

調査結果を計算したところ、ペットボトルは河川約6mに1本、レジ袋は約15mに1枚、カップ型飲料容器は

120mに1個散乱していることになります。つまり川岸を8分（約600m）歩いただけで、ペットボトル100本と

レジ袋40枚が見つかる計算になります！（歩行速度は分速75mで算出）

PETボトルリサイクル推進協議会・全国清涼飲料連合会にご報告

PETボトルリサイクル推進協議会2018年度データより

清涼飲料業界は、お客様、政府、自治体、関連団体等と連携しながら“2030年までにPETボトルの100％

有効利用を目指す”と宣言しています。きちんと回収されないと、liiや海などに流出することにもつながります。

PETボトルリサイクル推進協議会の専務理事からは、「決められた回収場所にきちんと出すことが大切です」。

全国清涼飲料連合会の企画部長からは、「混ぜればごみ、分ければ資源。自販機脇の空容器リサイクルボック

スには、清涼飲料の空容器だけを戻してください」とのお話をいただきました。

作る人・売る人・買う人・みんなで自然界に散乱するペットボトルを減らしましょう。



ご協力ありがとうございました
田

順不同／その他個人多数　☆関連団体が多数実施

相賀の里を翌する会と島田市立相賀小学校3年生

東京都市大学環境学部環境創生学科l年生

高槻市立第6中学校・自然観察同好会

NPO法人荒lilクリーンエイドフォーラム☆

倉敷イオンチアーズクラブマスカット隊

下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会

大東フレンドフォーラム・森づくりクラブ

JJWaish－lnboundAmbassador

ミライ桂川、桂川・相模川流域協議会

NPO法人パートナーシップオフィス

寝屋川・恩智川流域環境フォーラム

山室湧水路の清流保全プロジェクト

大阪市立新北島中学校科学技術部

大阪産業大学エコ推進プロジェクト

信州大学工学部環境学生委員会

日本武道玉谷道場スポーツ少年団

パナソニック松愛会西中国支部

費あも婁紙や

NPO法人新田環境みらいの会

美しい山形・最上IIiフォーラム☆

隅田川流域クリーンキャンペーン

諏訪湖創生ビジョン推進会議

下諏訪町立下諏訪南小学校

イオン土崎港チアーズクラブ

イオン新発田チアーズクラブ

山形南イオンチアーズクラブ

北戸田イオンチアーズクラブ

日の出イオンチアーズクラブ

イオン小山チアーズクラブ

厚木イオンチアーズクラブ

白根イオンチアーズクラブ

南陽イオンチアーズクラブ

三田イオンチアーズクラブ

竜野イオンチアーズクラブ

福津イオンチアーズクラブ

唐津イオンチアーズクラブ

I　　　またん郎うな　　　　　持た

身近な水環境の全国一斉調査と
共にたくさんの報告を頂きました。

iiiはステギザ財

毒婦するこじ

きない車な、った

気泳したよ

NPO法人プロジェクト保津Iii NPO法人海さくら

NPO法人十勝多自然ネット　　みずとみどり研究会

新河岸lii水系水環境連絡会☆　空堀Iiiを考える会

次世代のためにがんばる会

ガールスカウト大阪府第21回

多摩市立東寺方小学校

諏訪湖ボーイズ＆ガールズ

富士川ファンクラブ（六郷）

関西広域連合本部事務局

積水化成品中部飯田工場

帯広稲田冒険遊びの会

あわっ子！エコ！クラブ

JiYUアフタースクール

城沼を考える市民会議

東久留米少年野球連盟

淡海を守る釣り人の会

意津わんぱく協働合校

阿賀川・川の達人の会

ピニーiレが

春田ポロだったよ0

上流から

点れてきたのかな？

圭司月にみマートアークXBLUBS踊

川ごみ酵田

あてる三朝ふや

ファミリー原さんち

綾瀬IIiを愛する会

神山町広野小学校

人と自然を守る会

西江建設株式会社

グループひくてま

まちづくり時習塾

瀬谷環境ネット

椿Iiiを守る会

海をつくる会

佐野オトリ店

なたね通信

安松町内会

所沢市

富岡

ご塙が出ないよう

ム勺一魚も到ま減らそう

11月10日を川ごみゼロの目とし、
BLUESHIPと連携しました。

清年からベット朴ルのみの調査も対劇こ駒まし舶／

離逆の密諦克識全国氷辺のぎみ調査

義朗普茶募集
ごみを調べて水辺の環境を考えてみませんか？本調査は、生き物や自然界への影響を及ぼすごみの散乱状況を全

国規模で把握し、ごみの散乱防止対策、水辺の環境保全活動に役立てることを目的としており、川・海・湖沼寄

用水路などで、ご務調査を行います。多くの皆さまのご協力をお願いいたします。

鰹彊
報告シートを準備します。　調査対象のごみの個数を報　報告シートと活動の様子を撮

大量のごみ回収が見込まれ　等シートに記録します。ごみ削　影した写真（任意）をPCスマ

る場合、処理方法について自　滅のためにみんなで出来る事　ホ・FAXで当事務局までご送

治体に相談します。　　　　　を話し合います。　　　　　　付ください。



経国暗みネ捕一夕　も今年からペット朴ルのみの酷も対纂暗璃鯵ました！／

煎週の露勃見識報告シ題ト
▼調査内容※は必須項目

※団体名
又は個人名

※人数

団体名非公開

※調査年月日　　　　年　　　月　　　日

※回収の有無　　　∴」調査のみ　　　≡回収済み

※調査場所　　　」」川

※場所名称

※都道府県

※調査地点

※調査距離

l
※飲料ペットボトル

〝＿＿　海（　湖沼．その他の水辺　　　まち

例：00川（○○水系）
水系がわかる場合は記載

例：○○橋周辺など

m　　　両岸＿雪片岸

※市町村

水辺の距離、川の場合は片岸の距離、まちの場合は道のりの距離を記載下さい

なぜ、この場所にごみがあると
考えられますかつ

多かったごみ・気になったごみ
ごみを減らすためにできる事など

気づいたことを記入ください

▼報告者情報

※氏名

枚

※MAiLまたはFAX

■
カップ型飲料容器 個

●毒ヘビやスズメパテなど危険な生き物にご注意ください。　　●水面水車での活動以外の場合は、水の中には入らないようご注意ください。

●ボランティア保険、傷害保険などはそれぞれでご加入ください。●水面水中で活動する場合は、必ずライフジャケットを着用し、安全に配慮ください。

▼報告先：全国IIIごみネットワーク

【　pc・スマホで送る 

httpSJ／教州agOmi，jp／mi鵬e＿iorm，htmi 

飽
田02帥“28“8191

お写真送付先は �．且日医 

国語 �醒 
MaWa53＠嶋田a �脚m‖p 

フォームに調査内容を入力して送る　　　この用紙をFAXで送る　　　　ウェブ・パンフレットで紹介いたします！


