■西なぎさ発:東京里海エイド 2015年活動概要
実施日

3月21日

4月18日

5月23日

6月20日

7月18日

8月15日

9月19日

10月17日

11月21日

合計

参加者

43

35

10

69

65

30

29

18

大人

子ども

35

29

9

64

54

26

24

16

袋

8

6

1

5

11

4

5

2

59

51

8

358

308

50

粗大ごみ

粗大ごみ内容

危険物

参加企業様

12

0-

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
・注射器×１
TOTOメンテナンス㈱
・スプレー缶類×7
ＴＯＴＯバスクリエイト㈱
・使い捨てライター×10
ＴＯＴＯファイナンス㈱
・ガラスやせとものの破片×2 セラトレーディング㈱
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱
ABシステムソリューション㈱

17

・円形木材（ケーブルドラム部材）
2 ・プラスティック籠

・注射器×１
・使い捨てライター×6

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
ＴＯＴＯバスクリエイト㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOインフォム㈱
セラトレーディング㈱

13

・角材×２
・ベニア板×１
5 ・バイク部品×１
・看板×１

・注射器×3
・使い捨てライター×19
・ルアー×4

TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOインフォム㈱
セラトレーディング㈱

・注射器×1
・使い捨てライター×5
・ルアー×1

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOファイナンス㈱
TOTOインフォム㈱
TOTOアクエア㈱
塚田農場
第一生命保険㈱

91

・冷蔵庫扉×1 ・タイヤ×1 ・蛍光灯×3
・家具（ちゃぶ台脚、鏡台パーツ）×2
・プラケース・プラカゴ（衣類ケース）×3
・プラ以外のかご・箱類×5 ・ポリタンク×2 ・ロープ×2
30 ・建築・工事用資材×1 ・コーン（工事用標識）×1
・看板類×1 ・材木、角材×3 ・大型シート×1
・発泡スチロール塊×1 ・大型ウキ×１ ・消火器×１
・ダンパネ×１

・注射器×11
・使い捨てライター×78
・ルアー×23
・スプレー缶等×21
・電池×7

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOインフォム㈱
セラトレーディング㈱
㈱ABシステムソリューション
リコージャパン㈱

38

・バイク部品×1 ・ベビーカー部品×1 ・ヘルメット×1
・冷蔵庫扉×1 ・ソファー型座椅子×1 ・プラカゴ類×5
・ポリタンク×1 ・傘×1 ・ポリバケツ（大）×1
・シンク部品×1 ・テーブル×1 ・折り畳み椅子×1
72 ・ステンレスパイプ×1 ・お塔婆×38
・道路標識類×1 ・敷地境界杭×3 ・材木角材×8
・業務用緩衝材・断熱材×1 ・ロープ（大）×1
・発砲スチロール箱×1 ・大型プラスティック水槽×1
・熊手×1

・注射器×5
・使い捨てライター×35
・スプレー缶類×13
・ルアー×5
・電池×1

TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
セラトレーディング㈱

47

・タイヤ×1 ・照明器具×1 ・ヘルメット×1
・引き出し×1 ・敷物×1 ・プラカゴ類×6
・ポリタンク×1 ・ガソリンタンク×1 ・灯油タンク×1
49 ・ポリバケツ蓋×1 ・傘×1 ・プラボックス類×3
・発泡スチロール箱×6 ・お塔婆×11
・酒道路ケース×1 ・敷地境界杭×3 ・材木角材×8
・業務用ロープ×1

・注射器×2
・使い捨てライター×69
・スプレー缶類×39
・ルアー×3

TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
セラトレーディング㈱

12

・ヘルメット×1 ・ブラウン管テレビ×2 ・窓枠×1
・引き出し×1 ・家具クッション材×1 ・敷物×1
・プランターボックス×2 ・カラーコーン×1
・角材×1 ・プラカゴ類×7 ・お塔婆×25
66 ・テニスラケット×1 ・大型玩具×1 ・酒ケース×3
・敷地境界杭×3 ・材木角材×8
・業務用ロープ×10ｍ ・大型シート×1
・発泡スチロール箱×2 ・大型ウキ×2 ・魚網×1

・注射器×4
・使い捨てライター×18
・スプレー缶類×1
・ルアー×2

TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
セラトレーディング㈱

20

・ヘルメット×1 ・空調冷媒管×1
・プラケース・プラカゴ×3 ・プラ以外のかご×1
11 ・バーベキュウ網×1 ・ビールケース×1
・発泡スチロール箱×1 ・魚網×1 ・ホース×1

・注射器×2
・使い捨てライター×9
・スプレー缶類×6
・ルアー×2

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
TOTOメンテナンス㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOインフォム㈱
セラトレーディング㈱
ウォルト・ディズニー・アトラクションズ㈱

16

266

0-

235

（ゴミ袋：45ℓ袋換算）

■西なぎさ発:東京里海エイド 2015年活動概要
3月21日 （土）

参加者数：４３名（子ども達：８名）

4月18日 （土）

参加者数：３３名（子ども達：８名）

5月23日 （土）

参加者数：１０名（子ども達：１名）

6月20日 （土）

参加者数：６９名（子ども達：５名）

6月20日 （土）

活動の様子

7月18日 （土）

参加者数：６５名（子ども達：１１名）

7月18日 （土）

活動の様子

9月19日 （土）

参加者数：２９名（子ども達：５名）

10月17日 （土）

活動の様子

11月21日 （土）

参加者数：５９名（子ども達：８名）

8月15日 （土）

参加者数：３０名（子ども達：４名）
延べ358名が参加！本当にありがとうございました！

DEXTE-K

■西なぎさ発:東京里海エイド 2015年活動概要 参加者の声

・改めて意識をして拾ってみるとゴミの多さを実感しました。
生活ごみの中で自分が出来ることからはじめてキレイな環境作りをしていけたらと
思いました。また参加したいと思います。ありがとうございました。
・ゴミ拾いをする前は、ペットボトルや缶などを想像していたけれど、拾ってみると、
ライターや注射器まであってビックリしました。また参加したいです。
・多人数でのゴミ拾いだったため、小さいゴミも丁寧に拾うことができたと思います。
・プラスティックゴミや紙ゴミなど、こんなに多くのものが浜辺に残されているとは
思いませんでした。また参加します。
・思っていたよりゴミが多くてびっくりしました。
・最初はあまり汚れていない様に感じましたが、掃除をはじめてみたらたくさんゴミが
あって驚きました。
・外に捨てられるとは思えない物が普通に落ちていてマナーの悪い人がこんなにもいる
のかと驚いた。
・レジンペレットが多くてお話を聞いてびっくりしました。
・小さいゴミを鳥が食べてしまうと聞きました。海藻に紛れてたくさん落ちていたので、
それを中心に拾っていきました。
・海でのゴミ拾いは初めてでしたが、とても良い体験が出来て良かったです。

・思いもよらないものが漂着していてびっくりしました。
・どんどんゴミを集めていき、最後の量は圧巻でした。
・台風の後、大ゴミが多かった

DEXTE-K

■西なぎさ発:東京里海エイド 2015年活動概要 参加者の声 （２）
・自然にかえらない物はなるべく買わないなど、ゴミを増やさないように
気をつけようと思いました。
・台風の後で大きなゴミが多かった。
・今日は家族で散歩しながらゴミ拾いが出来れば一石二鳥で楽しいかな！と軽い気持ちで
参加しました。実際ゴミを拾い始めるとゴミの多さにビックリ！
ＴＶで観たフィリピンのゴミの山とかわらないじゃん…と悲しくなりました。
しかし、海辺を望遠鏡で見せてもらうと、たくさんのボラの群れが！！
良いものとそうでないものの混在を実感し、これが現実なんだなと思いました。
小学生の社会科見学にもいいなあとか、ゴミ捨てちゃダメだよとか言葉で教えることも
大切ですが、現実を見てその場で出来ることをただやるだけでも人は学べるものであると
実感しました。今日は来てよかったです。楽しかった！！
・ゴミの原因が公園の人のマナーだけでなく、川から流れて集まることが発見でした。
景観や生態系に対する関心、理解を広げる必要性を感じました。
様々な個人や団体がこちらの公園のゴミ拾い活動に関わっていると知り、今後の進展に
希望を感じました。
・海風を感じながら、とても気持ちよく活動ができました。
波の音にもいやされ、小さな旅をした気分です。
初めて会う方々ともコミュニケーションがとれ、とてもステキな土曜日となりました。
ありがとうございました。

DEXTE-K

