
東京湾再生官民連携フォーラム 指標活用 PT

東京湾および東京湾に流入する河川におけるゴミ回収活動に関する調査 

(1) 背景

東京湾を「安心して水遊びができるきれいな海辺」にするためには，海や海岸のゴミ

を回収することが重要です．そこで，東京湾再生推進会議では，東京湾再生官民連携フ

ォーラムの提案を受け，きれいな海辺を目指したゴミ回収活動の広がりの目安として「ゴ

ミの回収活動の参加者数」を指標の一つとしています．

ゴミ回収活動は，皆様のグループをはじめ様々な市民グループや NPO，企業などが行っ

ています．しかし，行政機関を含め一般の人々の多くはそのことをほとんど知りません．

皆様の活動をもっと広く知ってもらえれば，その努力が社会的に徐々に浸透し広がって

いくと思われます． 

この指標では，皆様の活動を記録していただき，その成果を広く知ってもらうことで，

ゴミ回収活動の大切さをアピールすることを目指しています．ご協力をお願いします． 

(2) 回収活動の範囲

ゴミは川を通じてや陸から海にやってきます．そこで回収を行っている活動の範囲は，

東京湾の沿岸だけでなく，東京湾に流入する河川も入ります．範囲を流域にまで拡げる

ことで陸と海は川を通じてつながっていることを，多くの人に強く意識してもらいたい

と考えています．河川のゴミ回収活動は実は東京湾の環境再生にとって重要な活動の一

つです． 

(3) 収集データ

主な収集データは参加者数ですが，将来のことやほかの活動とのデータ共有のため，

大まかなゴミの量（袋の数，重さ）についても教えて下さい． 

なお，ご記入いただいた個人情報は，本調査に関わる目的にのみ使用し，他の目的に

は使用いたしません． 

(4) 過年度のデータ

とりまとめた過年度のデータは，東京湾再生のための行動計画（第二期）の中間報告に

活用されました．また，パネル（別紙参照）を作成し，東京湾大感謝祭で展示するととも

に，東京湾再生官民連携フォーラム HP でも掲載しています．

（http://tbsaisei.com/pt/h29/index_report.html） 

(5) データの提出・問い合わせ先

ご不明な点は，下記までご連絡下さい．

東京湾再生官民連携フォーラム 事務局 指標活用 PT 

e-mail：index_pt@tbsaisei.com

図 ゴミ回収活動に関する調査の流れ
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(6) Q&A

Q：回収時間が明確ではないです…． 

A:およその時間を記入して下さい． 

Q:自分達の集計単位と異なります． 

A:できれば換算して下さい．例えば，ゴミ袋の容量が 30Ｌや 15Ｌであった場合，

45Ｌ相当に換算して袋数を記入してください．個数など，容量でも重量でもない

場合は，その他の欄に記入してください． 

Q：ペットボトルが汚れている場合は，可燃ゴミ扱いする自治体もあります．この

場合のペットボトルは，「燃やすゴミ」と「ペットボトル」のどちらにカウントし

たらいいでしょうか？ 

A:ペットボトルとしてカウントして下さい． 

Q:どの大きさの粗大ゴミまで，粗大ゴミとして扱いますか？ 

A：イベント中に粗大ゴミとして回収したものは全て対象としてください．燃やす

ゴミ，燃やさないゴミ，ペットボトル以外は，分類なし又はその他（任意）に回

答してください． 



【 集計結果 】

海のゴミの多くは陸域から流入しているため、東京湾の流域を対象として、市民による
ゴミ回収活動の参加者数を集計しました。

【 年度ごとの推移 】

？
第二期の行動計画の期間において
増加傾向となることを期待

東京湾再生のための行動計画（第二期） とは
【快適に水遊びができ、「江戸前」をはじめ多くの生物が生息する、親しみ
やすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。】
ことを目標として、東京湾に関連する関係省庁及び地方自治体からなる
東京湾再生推進会議が平成25年5月に策定した計画。計画期間は平成
25～34年度（2013～2022年度）までの10年間。

【 実施場所 】

【 回答団体一覧 】 （50音順）

• アメニス海上南部地区グループ
• 美しい八王子をつくる会
• NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム
• 牛込漁業協同組合
• 江川漁業協同組合
• 大佐和漁業協同組合
• 都漁連内湾漁協議会
• 日野市
• 富津市下洲漁業協同組合
• 港区スポーツふれあい文化健康財団
• 横須賀市東部漁業協同組合
• 横浜市漁業協同組合
• よこはま水辺環境研究会
• その他4団体
＜備考＞
アンケート結果に以下を追加して集計
・ （一社）JEANのWEB情報
・ 東京湾環境一斉調査報告書掲載情報

【 アンケートフォーム】

2017年度

参加者数 29,888人
活動回数 250回

2016年度

参加者数 25,389人
活動回数 235回

2015年度

参加者数 23,821人
活動回数 238回

【 ゴミはどこから？】

ポイ捨て

雨や風で川へ

大雨で川が
増水すると
流されて

河口や海まで
大量に流れてくる

（イメージ）

生き物に影響！

実施場所の「名称」もしくは「市区名」に基づき位置を示します

2017年度 2016年度

【 主要３種の比率 】
注）大袋換算による推定値



東京湾および東京湾に流入する河川における 

ゴミ回収活動に関する調査シート 
～ 本調査データは、東京湾再生に向けた市民活動の広がりの把握に利用します ～ 

平成30年度の結果について、わかる範囲で詳しく教えてください。（対象期間：H30.4～H31.3） 

記入者の団体名 

団体名の公表可否 □ Yes、□ No （協力団体名を東京湾官民連携フォーラム HP へ掲載予定）

アンケート

記入者の連絡先 

氏名 E

ふりがな

A： 

TEL： 

Mail： 

ゴミ回収イベントの 

開催主体 

□ 市民団体等が主催、□ 地方公共団体が主催もしくは共催

□実行委員会形式で開催、□ 記入者の団体主催、□ 他団体主催

主催団体・委員会名 （記入者の団体の場合不要） 

実施場所※ 
名 称： 

都県名：    市区名： 

イベント名称

活動状況 

対象：H30.4～H31.3 

開催数：   回/年度 回収時間：   分/回 ※およその時間 

合計参加者数  人 

[大人 人、子供 人（小学生以下目安）] 

実施状況のわかる URL 

（ホームページ、SNS） 

ゴミの合計回収量 

大袋：45L 程度 

小袋：20L 程度 

（kg 単位でも可） 

袋の容量が異なる場合はお

およそでかまわないので換

算してください。 

燃やすゴミ 大袋   袋、小袋   袋 （   kg） 

燃やさないゴミ 大袋   袋、小袋   袋 （   kg） 

ペットボトル 大袋   袋、小袋   袋 （   kg） 

分類なし 大袋   袋、小袋   袋 （   kg） 

その他（任意） 

※上記の数量で示すことが困難な場合は、各団体が報告しやすい

品目・単位で、この欄に記入してください。例えば、びん、缶、

電池、レジ袋、カップ型飲料容器、動かせなかった粗大ごみや危険

物、特徴的な回収物などの個数。

自然物の取り扱い 海藻・枯れ草・流木などの自然物も回収した □ Yes、□ No 

※大きく異なる場所で実施したイベントは、お手数ですが複数シートにご記入ください。

（２枚目以降、記入者の連絡先は不要です）

事務局使用欄
東京湾再生官民連携フォーラム

http://tbsaisei.com/ 
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