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ごあいさつ
　深刻化している海洋ゴミ問題に対し、何か行動を起こしたいという思いから、
2020年6月に任意団体を設立し、12月に特定非営利活動法人として法人化し、
皆さまに支えられて最初の事業・会計報告を迎えました。 

　2020年は、新型コロナウイルスによる苦しい状況の中、移動制限等のもどか
しい思いをしてきましたが、感染症対策とリモートワークの推進を行い、まだま
だ未熟ながらも事業と組織の基盤を整えることができました。 

　2020年8月に香川県小豆島で海洋ゴミ回収・調査事業を開始することができま
した。事前調査の結果、多尾海岸という住民がアクセスしづらい場所にゴミがよ
く溜まることがわかり、そこでビーチクリーン活動を始めるに至りました。活動
の拠点として、小豆島で使われていない空き家を借りることができ、地域の人々
の思いや協力を大切にして、安全面を考慮しながら小豆島の海を綺麗にするとい
う方針の下、活動を行っています。海洋ゴミ回収・調査事業の第一段階として
ビーチクリーン活動ができるのも、皆様のご支援、応援があるからに他なりませ
ん。深く感謝申し上げます。 

　海洋ゴミ問題は世界中で深刻化しており、一筋縄ではいかず、ゆっくりとしか
し着実に歩みを進めていかなければなりません。私たちは、この問題に対し様々
なアプローチで、多くの人々とアンサンブルでこの歩みを進めていく所存です。
皆さまの一層のご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

特定非営利活動法人クリーンオーシャンアンサンブル 
代表理事　江川裕基 



Vision
海洋ゴミゼロの
社会へ

既存の海洋ゴミの回収と
新規の海洋ゴミの削減

Mission
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海洋ゴミ回収・
調査事業



小豆島

地域概要

香川県小豆郡小豆島町坂手 

多尾海岸は瀬戸内海の潮流の影響で様々なものが打ち上げ 
られる地域です。 
ペットボトルをはじめとした海洋ゴミが打ち上げられ、また 
人がアクセスすることが難しいため、誰も回収せず海洋ゴミ 
が溜まりやすい海岸になっています。

この地域を選んだ理由
1.ゴミが溜まりやすいのに、回収する人がいませんでした。 
自治体や地域の住民に問題意識があったので、活動計画の話をした際にとても協
力的でした。誰もやらない、やりたがらない事こそ、やる価値があると思いこの
地域で活動をすることに決めました。 

2.今後、様々な海洋ゴミ回収方法を試す上で、港や海岸が近いため、行動に移し
やすいと思いました。また、船の往来が少なく、海上保安署があるため、安全性
を確保しながら活動できると考えました。 



この多尾海岸にて、2020年8月
より海洋ゴミ回収・調査事業を
開始しました。2020年度は8月
と2月にビーチクリーン活動を
行い、8月は43.6Kg、2月は
62.5Kgと合計106.1Kgの海洋
ゴミを回収することができまし
た。

Clean up
海洋ゴミ回収

Sorting and　
weighting
分別と計量

町役場からいただいたボラン
ティア用ゴミ袋を利用して、海
岸に溜まった海洋ゴミの回収を
しました。袋の容量は1袋20ℓ
です。初回は町のゴミ出しの分
別表を基準に分けていました
が、もう少し詳細なデータを積
み重ねて行きたいと思い、2回
目はゴミの種別を増やして回収
作業を行いました。

※一杯になった袋をバネばかりで 
測定している様子。



小型船舶とミニバンを利用してゴミの
運搬をしています。 
町役場と話し合いの結果、回収した海
洋ゴミは、町役場のゴミ焼却場で処理
をしていただけることになりました。
また、ゴミが回収される日まで、漁協
様にご協力いただき、漁協の一時ゴミ
置き場を処理されるまでの仮置き場と
して利用しています。今後は専用のゴ
ミ置き場を作ろうと考えています。

Transporting 
and disposing 
運搬と処理

Research
海洋ゴミ調査

多尾海岸でビーチクリーン活動を
行う際に、ゴミ袋による分別を行
いました。2020年8月では４種
類（グラフ1、グラフ3参照）に
分別し、2021年2月では、より
詳細に調べるために9種類（グラ
フ2、グラフ4参照）に分別しま
した。それぞれの重さを測ること
で多尾海岸における大まかな海洋
ゴミの種別や割合を調べました。



Composition
ゴミの組成

回収したゴミの組成は2020年8月と2021年2月で以下の通りになりまし
た。（※細かいゴミや大きいゴミは回収できていないため、今回のデー
タに反映できていません。また、ゴミ拾いが簡単なペットボトル等が多
くなりました）。 
2020年8月：ペットボトル 9Kg、硬質プラスチック 12Kg、瓶（8月は
缶も含む）、その他 （紙・鞄等）16.5Kg。 
2021年2月：ペットボトル 14.2Kg、硬質プラスチック 18.2Kg、瓶 
5.3Kg、缶 4.4Kg、軟質プラスチック 2.75Kg、紙 0.6Kg、漁具 5.4Kg
発泡スチロール 0.8Kg、その他（靴・野球ボール等） 10.85Kg。







会計



書式第１３号（法第２８条関係）

  ２０２０年度　活動計算書（その他事業がない場合）
特定非営利活動法人 ｸﾘｰﾝｵｰｼｬﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

（単位：円）
科目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益

１　受取会費

正会員受取会費 (120,000) (120,000)

賛助会員受取会費

２　受取寄附金

受取寄附金 (400,000) (400,000)

３　受取助成金等

受取補助金 (0) (0)

４　事業収益

海洋ゴミ回収・調査事業収益 (0) (0)

環境教育事業収益 (0) (0)

５　その他の収益

受取利息 (0) (0)

経　常　収　益　計 (520,000)

【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費

（１）人件費

給料手当 (0) (0)

役員報酬 (0) (0)

退職給付費用 (0) (0)

福利厚生費 (0) (0)

（２）その他経費

会議費 (22,101) (22,101)

旅費交通費 (113,896) (135,997)

車両費 (1,710) (137,707)

消耗品費 (105,853) (243,560)

水道光熱費 (16,246) (259,806)

地代家賃 (50,000) (309,806)

雑費 (940) (310,746)

事業費計 (310,746)

２　管理費

（１）人件費

役員報酬 (0) (0)

給料手当 (0) (0)

退職給付費用 (0) (0)

福利厚生費 (0) (0)

（２）その他経費

通信運搬費 (1,310) (1,310)

消耗品費 (460) (1,770)

地代家賃 (13,024) (14,794)

租税公課 (2,400) (17,194)

支払手数料 (56,815) (74,009)

管理費計 (74,009)

経　常　費　用　計 (384,755)

当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① (135,245)

【Ｃ】　経　常　外　収　益

固定資産売却益 (0)

過年度損益修正益 (0)

経　常　外　収　益　計 (0)

【Ｄ】　経　常　外　費　用

固定資産売却損 (0)

災害損失 (0)

過年度損益修正損 (0)

経　常　外　費　用　計 (0)

当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② (0)

税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ (135,245)

法人税、住民税及び事業税　・・・④ (0)

前期繰越正味財産額　・・・⑤ (0)

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ (135,245)



書式第１５号（法第２８条関係）

  ２０２０年度　貸借対照表
特定非営利活動法人　ｸﾘｰﾝｵｰｼｬﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

（単位：円）
科目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部

１　流動資産

現金預金 (135,245) (135,245)

流動資産合計　・・・① (135,245)

２　固定資産

（１）有形固定資産

車両運搬具 (0) 0

什器備品 (0) 0

（２）無形固定資産

ソフトウェア (0) 0

借地権 (0) 0

（３）投資その他の資産

敷金 (0) 0

長期貸付金 (0) 0

固定資産合計　・・・② (0)

【Ａ】資　産　合　計　①＋② (135,245)

【Ｂ－１】　負　債　の　部

１　事業費流動負債

未払金 (0) 0

預り金 (0) 0

流動負債合計　・・・③ (0)

２　固定負債

長期借入金 (0) 0

固定負債合計　・・・④ (0)

負　債　合　計　③＋④ (0)

【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 0

当期正味財産増減額 (135,245) (135,245)

正　味　財　産　合　計 (135,245)

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 (135,245)



特定非営利活動法人 

クリーンオーシャンアンサンブル 
 https://cleanoceanensemble.com

 〒102-0093　東京都千代田区平河町一丁目６番１５号USビル８F 
 Tel: 070-8360-9815　 
 Mail: info@cleanoceanensemble.com


