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ごあいさつ
　本年も皆さまからの温かいご支援、ご声援を頂戴し誠にありがとうございまし
た。2020年12月設立後、初めて通年での活動を行うことができた1年でした。
2021年10月に環境教育事業を始めることができ、2022年1月にビジョン・ミッ
ションの見直しをし、深刻化する海洋ごみ問題解決に向けた活動ができる体制が
少しずつ整ってきました。 

　新型コロナウイルス感染症の影響が依然として残る中、感染症対策を継続する
ことで、地元の方のご協力・ご理解を得ながら１年間で5回の海洋ごみ回収・調
査活動を行うことができました。その結果、海洋ごみ回収量を増やすことがで
き、調査データを蓄積することができました。 

　2021年10月に京都府伏見区の京エコロジーセンターで開催された海ごみ
ミュージアムに出展することができました。香川県小豆島で回収した海洋ごみの
展示と私たちの活動紹介をすることができました。また、2021年11月には神奈
川県横浜市のつづきMYプラザで小中高生を対象にした環境教育の出前授業を行
うことができました。ご協力いただいた関係者さまからのご支援、ご声援のお陰
で、2021年度の環境教育事業として展示会の参加や出前授業を行うことができ
ました。心より御礼申し上げます。 

　皆さまとアンサンブルで、海洋プラごみ問題を含む海洋ごみ問題解決に向けた
活動ができるよう、これからも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
海洋ごみゼロの社会へ

今ある海洋ごみの回収と
新たな海洋ごみの削減

Mission
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Sorting and weighting（分別と計量） 
Transporting and disposing（運搬と処理） 
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Exhibition（海ごみ展示会）



海洋ごみ事業



2021年度は香川県小豆島の多
尾海岸にて、2021年5月、7
月、9月、11月、2022年2月と
合計5回ビーチクリーン活動を行
いました。5月は14.15Kg、7
月は27.2Kg、9月は25.85Kg、
11月は16.7Kg、2月は35.3Kg
と合計119.2Kgの海洋ごみを回
収することができました。

Clean up
海洋ごみ回収

Sorting and　
weighting
分別と計量

昨年度同様、町役場からいただ
いたボランティア用ごみ袋を利
用して、海岸に溜まった海洋ご
みの回収をしました。ごみの種
別毎に袋を分けて、重さを測る
ことでそれぞれのごみの量を記
録しました。



2021年度はミニバンを利用して回
収した海洋ごみの運搬をしまし
た。 
昨年度同様、回収した海洋ごみ
は、町役場のごみ焼却場で処理を
していただきました。また、ごみ
が回収される日まで、漁協の産業
廃棄物保管所を仮置き場として利
用しました。

Transporting 
and disposing 
運搬と処理

Research
海洋ごみ調査

昨年度同様、多尾海岸でビーチ
クリーン活動を行う際に、ごみ
袋による分別を行いました。
2021年度は回収したごみを９
種類に分別し、データを蓄積し
ました。昨年度と比較すること
で多尾海岸における大まかな海
洋ごみの種類や割合を調べまし
た。



Composition
ごみの組成

回収したごみの組成は2021年5月、7月、9月、11月と2022年2月で以
下の通りになりました。 
5月：ペット2.6Kg、硬質プラ2.85Kg、瓶1.55Kg、缶1Kg、軟質プラ
2.05Kg、紙1.5Kg、漁具0Kg、発泡スチ0.4Kg、その他2.2Kg。 
7月：ペット7.45Kg、硬質プラ6.65Kg、瓶1.25Kg、缶3Kg、軟質プラ
2Kg、紙0.8Kg、漁具2.7Kg、発泡スチ0.4Kg、その他2.95Kg。 
9月：ペット2.25Kg、硬質プラ9.25Kg、瓶5.65Kg、缶1.55Kg、軟質
プラ2.35Kg、紙0Kg、漁具0Kg、発泡スチ0.65Kg、その他4.15Kg。 
11月：ペット2.9Kg、硬質プラ8.05Kg、瓶0Kg、缶0Kg、軟質プラ
3.2Kg、紙0Kg、漁具0Kg、発泡スチ0.65Kg、その他1.9Kg。 
2月：ペット9Kg、硬質プラ13.7Kg、瓶3.1Kg、缶4.65Kg、軟質プラ
1.5Kg、紙0Kg、漁具0Kg、発泡スチ0Kg、その他3.35Kg。 







環境教育事業



神奈川県横浜市のつづきMYプ
ラザにて、2021年11月に環境
教育出前授業を行いました。子
どもたちのボランティア活動の
参考にしていただくために、香
川県小豆島の活動とJICA海外協
力隊の活動を紹介しました。対
象は小中高生で参加人数は40名
でした。

Education
環境教育出前授業

Exhibition
海ごみ展示会
京都府伏見区の京エコロジーセ
ンターにて、2021年10月に海
ごみミュージアムに出展しまし
た。各都道府県から回収した海
洋ごみを展示する企画で私たち
は香川県代表として実際に小豆
島で回収した海洋ごみを展示し
ました。展示したごみは合計
12Kgでした。



会計
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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


