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1．はじめに
当機構は、前身の（社）海と渚環境美化
推進機構から数えて20年程前から、海岸美
化活動を通じて「海と渚をきれいにしよう」
という運動をしている。
当機構では20年程前から、海岸美化活動
関連で継続している事業が二つある。一つ
は「全国一斉海浜清掃（海と渚のクリーン
アップ活動）」で、漁業協同組合（連合会）
や海に面した地方公共団体の水産部局、そ
の他海浜に関係する団体に呼びかけをし
て、海岸漂着物回収のためのごみ袋を提供
し、清掃活動の後押しや普及を行う事業で
ある。また、当機構が任命したマリンブル
ーレンジャーが全国に十数名おり、それぞ
れの地域で海浜清掃活動の推進役を担って
いる。
もう一つは「海浜等清掃活動実施状況調
査」と呼び、全国47都道府県の水産部局に
協力を依頼して、海、湖沼、河川、海洋で
の清掃活動の状況に関するアンケート調査
をしている。現在は、海面に面している39
都道府県のうち35、内陸県１程から協力い
ただいている。震災以来、東北３件には調
査を実施していないので、平成23年度は全
体で33都道府県に協力をいただいた。
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「海岸漂着物処理推進法」の成立した平
成21年の第171回国会においては、この
「海浜等清掃活動実施状況調査」報告書が
衆議院調査局環境調査室で漂流・漂着ごみ
関係資料として使用されている。

2．全国一斉海浜清掃
海岸美化活動の普及運動の開始当時から
数年間は、各地で海浜清掃普及のためのイ
ベント等を実施していたようであり、その
流れから、現在は毎年、「全国豊かな海づ
くり大会」のプレイベントとして、開催県
と共催で「海浜清掃旗揚げ式」を実施し、
全国津々浦々に海浜等での清掃活動の呼び
かけを行っている。
各自治体で指定のごみ袋を使用するよう
になってきたことなどもあり、毎年、ごみ
袋の配布数は減少傾向であるが、平成24年
は当機構から総計60万枚を150カ所に配布
した。配布先が行政機関であれば、市町村
や町内会、学校などへ、漁業協同組合（連
合会）であれば傘下の漁協や支部、支所へ
配布される。その他海浜に関係する団体で
は、それぞれの関係機関に配布される。そ
れら配布先は全国1,700カ所に上り、独自に
行っている地域を併せれば、全国各地の多
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くの地域のさまざまな立場の人々により、
清掃活動が展開されている。
清掃時期は、５月連休、５月30日（ごみ
ゼロ）前後に実施する地域や、夏休みに実
施する地域などがある。時間は、気温上昇
前の朝に実施されるケースが多い。町内一
斉（海岸）清掃は聞いたことがあるかもし
れないが、県下一斉（海岸）清掃というの
があるのはご存じだろうか。これらは行政
が呼びかけに参加していることが多く、６
月の環境月間や７月、８月の夏場に開催さ
れることが多い。また、県漁連（漁協含む）
の場合等は、一斉清掃のような呼びかけを
しているが、漁協、支所ごとに清掃活動日
を設定している所もある。
海浜に関係する団体では、電力会社は会
社ごとに活動し、釣り業界団体は10月に海、
河川、ダムで一斉清掃を実施している。
広い砂浜では、ビーチクリーナーで回収
する所もある。石川県と神奈川県では、指
先程の小さなビニールの破片も回収してい
た。活動の種類には、自然物ごみだけ、人
工物ごみだけを対象にした清掃活動もあ
り、地域によってさまざまであることも海
浜清掃の特徴である。

3．海浜等清掃活動実施状況調査
海浜等清掃活動実施状況調査は、全国の
海浜清掃活動の結果をまとめたもので、清
掃活動を実施した団体について取りまとめ
た「事例集」と、それら団体の活動内容に
ついて取りまとめた「実施状況調査」の２
分冊としている。この報告書は、海岸漂着
ごみの量をまとめたものと誤解されること
があるが、あくまでも回収した量をまとめ
たものに過ぎない。例えば、眼前にごみが
あっても、重量、大きさ、危険物の可能性、
足場が悪い等の理由で回収しないごみは含
まれず、人工物のみ回収した場合も自然物
ゴミは含まれていないことになる。
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この報告書は毎年、全国でどんな人が活
動し、その結果どのくらいのごみ量を回収
したのかという視点で見ていただければ、
興味深い報告書なのではないかと思う。報
告書は当機構のホームページに掲載してい
るので、興味のある方はご覧いただきたい。
（http://www.umitonagisa.or.jp/html/bika.
html (2)海洋・海岸環境保全整備活動促進
事業）
平成23年度の報告書を見ると、全国から
１万4,345回の清掃活動が報告され、７月が
最も多く、６月、７月、８月の３カ月で、
全体の４割を占める。この傾向は例年も同
様である。７月が多い理由としては、海の
日や夏休みなど、海とのふれあいに関する
表１

団体の種別分類

ア：行政（国、都道府県、市町村、外郭団体、出
先機関等）
イ：学校関係（小・中・高校、PTA等）
ウ：水産運輸関係（漁協、漁連、漁港・港湾関係）
エ：地域関係（自治会、町内会、老人会、子供会、
婦人会、商工会、商店会、観光組合、海水浴
場組合等）
オ：青少年団体（ボーイスカウト、スポーツ少年
団等）
カ：企業関係（電力会社、製造業、金融、サービ
ス業等）
キ：マリンレジャー関係（釣り、ヨット、サーフ
ィンの団体等）
ク：その他（上記以外の各団体）

図１

実施団体の種類別割合
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図２

回収したごみの種類別の割合

行事をしやすい季節に加えて、海開きがあ
り、海水浴等、海の利用客が増加する前に
海浜清掃を実施して、海浜をきれいにしよ
うという観光の面があることも見逃せな
い。観光は、美化活動の大きな動力源だと
思っている。極端な例えだが、地域活性化
のため、観光客を増やそうと海浜を含めて
「世界遺産」登録しようとした場合、これ
まで漂着ごみは、１担当部署や１担当者が
対処していたものが、町全体での取り組み
になるだろう。観光は、環境美化活動の大
事な要素だと思う。
では、どんな活動団体があるのだろうか。
報告書では、活動団体を表１のように分類
している。分類別割合を示したのが図１で
ある。これを見ると、行政52.3%、地域関
係17.3%となっている。参加人数は74万人、
これに河川34万人を含めると、100万人以
上が水辺の清掃活動に参加していることに
なる。海岸に限ってみれば、１人当たりの
清掃距離は21ｍとなっている。参加者の属
性は成人男子がおよそ半数、成人女子が３
割と成人が多いという結果になっている。
学校行事やボーイスカウトなど学生年齢の
方の参加報告のある地域などは、これとは
異なる割合になるのではないだろうか。海
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岸での回収量はおよそ18万m3、１人当たり
のごみ回収量は0.25m3と推定され、レジ袋
１枚分という感じである。
回収したごみの種類別割合を図２に示
す。回収したごみは人工物系ごみの方が多
い。また、自然物系では流木が最も多いが、
天候に影響されるので、年により変動があ
り、例年と桁違いの報告がある地域もある。
海草（海藻）についても同様である。
経費については、清掃用資機材（ゴミ袋、
軍手等）、回収ゴミ処分費等があり、地域、
清掃主体によりその負担している主体はさ
まざまであるが、件数では行政が６割程度
で、水産運輸関係が２割程度を占め、金額
では行政が７割程度、水産運輸関係が２割
程度と件数、金額ともこの２分野が多い。

4．漁業系廃棄物の処理システムの普及
漁業系廃棄物は比較的海に近い場所にあ
り、漂流･漂着ごみとなる可能性が高い。
そこで水産庁では、操業中の漂流物回収
促進と同時に、漁業系廃棄物の対策に力を
入れている。当機構では水産庁の補助を受
け、現在は発泡スチロールの処理に取り組
んでいる。発泡スチロール製漁具って何
だ？ と思う人は多いだろう。発泡スチロ
ールは、魚類やカキ養殖筏の浮力体（以下
「フロート」）として利用されている（図３）
。
それも米俵のような大きさだ（図４）
。
次に、何で発泡スチロールの処理なの
か？ と思うだろう。発泡スチロールは時
間が経つと粒が飛散し、回収が困難になる
ことから、発生現場での早急な処理が不可
欠なのである。しかし、フロートは付着物
が多いうえ、図４のままでは大きく、処理
受入れ先がないに等しいという現状があ
る。また、空気を運んでいるようなものな
ので、運搬費も高い。そこで、図５の破砕
圧縮減容機を用いて、運搬費の削減とRPF
（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）固形燃料
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図４

図３

魚類養殖生簀の概略図
（浮き３個×４辺の場合）

の原料としての受入れ先を探して、回収処
理システム（以下「システム」）の構築を
目指している。他の方法も試みたが、費用
と処理速度等の条件を考慮し、減容機シス
テムを採用した。
減容機は２ｔ車で移動できる大きさで、
減容能力は15〜20本/時間、減容率１/８。
投入する際、フロートに被せているカバー
は外すが、フジツボや海藻等の付着物は、
付いた状態で良い。投入口は機械上部にあ
り、フロートを縦に投入する（写真１）。
後はフロートの自重で破砕刃と接触・破砕
され、圧縮減容される。
事業開始は平成15年、現在の減容機にな
ったのは平成22年。養殖の盛んな地区や、

図５
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圧縮減容機の概要図
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発泡スチロール製フロートの概略

発泡スチロール業界で導入が進み、よ
うやく芽が出てきた段階である。漁協
でも定期的に処理に取り組む所が出て
きており、全国的な取り組みに発展してほ
しいと思っている。
しかし、ここで大切なことは処理方法で
はなく、回収から処理までのプロセス、つ
まりシステムである。システムが構築され
ていれば、便利な処理方法が見つかった場
合、変更すれば良いのだ。
この事業に取り組んでいたことで、東日
本大震災の４カ月後、津波で打ち上がった
フロート（写真２）の処理について、被災
地から連絡があった。急遽現地へ減容機を
搬送し、図４の大きさから１/８に減容し
て、処理場に運ぶルートを作り、処理費高

写真１ フロートを減容機に投入する様子
（上から投入し、下の２本の角から破砕減
容されて出てくる）
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写真２

津波で打ちあがったフロートの山
（右後方に打ち上がった漁船が見える）

騰の中、西日本並みの費用でRPF原料の受
入れ業者を東北で探した。また、減容フロ
ートを土嚢袋に入れて保管するので、フロ
ートの付着物を餌にしている海鳥が来なく
なり、糞害、臭気、ハエの発生等、環境美
化にも役立った。（詳しくは、以下を参照。
http://www.umitonagisa.or.jp/pdf/yamad
asuikei.pdfやhttp://www.umitonagisa.or.
jp/pdf/20120604091842894.pdf）
さらに、震災で遠くアラスカに漂着した
発泡スチロールの処理について、震災漂着
物の調査をしている日本のNGOから問い合
わせを受けた。その後、当該NGOが調査に
行った際、アラスカでも、この仕組みに大
変興味を持ったようで、導入するとなれば
協力したい。
これらの例から、平常時のシステムは、
自然災害などの非常時にも有効であると考
える。システムの全国展開には時間がかか
るが、継続していきたい。
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一方で、発泡スチロールの
海岸漂着については韓国でも
問題になっているらしい。韓
国のTVから、対馬の現状や
日本での発泡スチロール処理
の取り組みについて取材があ
り、この秋のTV番組の中で
放映するようだ。当機構へは、
発泡スチロール製フロートの
処理の取り組みについて取材
があった。この番組がきっか
けとなり、対馬などへの漂着
フロートが減少すれば良いと
思う。
一つの処理方法を軸に、外
国との連携を想像するのも漂
流･漂着ごみの特徴である。

5．おわりに
漂流･漂着ごみの生態系への影響が叫ば
れている。海岸美化活動は、生態系保全活
動の一つとも言えるだろう。
どんな団体が活動しているのか調べる
と、地元の海岸美化活動の特徴が見えてく
るかもしれない。特別な道具はいらないの
で、誰でも活動できる。親子で参加する方
もいる。内陸部や海なし県の方々にも参加
してほしい。たばこの吸い殻やビールの空
き缶を子どもたちが拾っている、河口域に
ごみが多いのは、町から流れてきたからか。
漂着ごみは日常生活の鏡のようなもの。考
えさせられることは多い。
いろいろな活動に繋がる海岸美化活動。
目的も場所もさまざま。まずは地元海岸の
活動や近所の河川の河口域周辺での清掃活
動に関心を持ってみよう。
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