■西なぎさ発:東京里海エイド 2018年活動概要
実施日

3月17日

4月21日

参加者

42

17

大人

41

17

子ども

袋

1

0

粗大ごみ

41

17

5月19日

23

23

0

21

6月9日

44

41

3

19

粗大ごみ内容

・材木・角材：7 ・発泡スチロール箱：3
・建築・工事用資機材：2 ・ヘルメット：1 ・電気ポット：1
27 ・消火器：1 ・プラケース：3 ・プラスティックかご：3
・10L缶：1 ・バケツ：2 ・洗濯機部品：1
・ 滑り止めマット：1 ・掃除用ブラシ：1

・材木・角材：2 ・発泡スチロール箱：1
9 ・プラケース：1 ・プラスティック成型版：2
・バケツ：1 ・角材：1 ・パイプ：1

・プラスティック成型板：1 ・材木・角材：1
・発泡スチロール箱：1 ・プラケース：1 ・マット：1
・おもちゃ：1 ・チャッカマン：1 ・冷媒管：1 ・角材：1
16 ・カラーコーン破片：1 ・ブルーシート：1
・発泡スチロール箱：１ ・業務用プラかご：1
・鉄の塊（錆付き）：2 ・プラケース：1

・プラスティック成型板：2 ・標識：1 ・材木・角材：2

8 ・ブルーシート：1 ・大型バケツ：1
・某NPO設置資材：1

7月21日

8月18日

45

72

33

60

12

12

19

46

1 ・標識下地木材：１

・バケツ類：5 ・プラケース：2 ・角材：1
12 ・看板：1 ・その他：3

・大型バケツ類：2 ・プラケース：1

9月8日

35

33

2

29

9 ・角材（釘つき）：1 ・塔婆：1 ・塩ビ管：3
・フォークリフト用パレット：1

10月20日

70

66

4

28

・ヘルメット：1 ・プラスチック衣装ケース：2
・ポリタンク：1 ・大型園芸用品：3

16 ・テントの杭：1 ・塔婆：1 ・断熱材：2
・発泡スチロール箱：1 ・その他：2

10月28日

45

40

5

31

・ヘルメット：1 ・プラスチック衣装ケース：2
・ポリタンク：1 ・大型園芸用品：3 ・テントの杭：1
14 ・塔婆：1 ・断熱材：2 ・発泡スチロール箱：1
・その他：2

・自動車部品：1 ・園芸プラスチック用品：1
7 ・バケツ：1 ・冷媒配管保温材：1 ・角材：1
・一斗缶：1 ・プラスチック燃え塊：1

11月17日

33

33

0

12

11月24日

47

42

5

3

0

473

429

44

266

119

合計

（ゴミ袋：45ℓ袋換算）

危険物

参加企業様

・注射器：2
・使い捨てライター：38
・スプレー缶・カセットボンベ：
4
・ルアー：3

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOバスクリエイト㈱
セラトレーディング㈱
リコージャパン㈱

・注射器：1
・使い捨てライター：16
・スプレー缶・カセットボンベ：
1
・ルアー：2

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOエムテック㈱
セラトレーディング㈱

・注射器：2
・使い捨てライター：35
・スプレー缶・カセットボンベ：
1
・ルアー：3

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOエムテック㈱
TOTOメンテナンス㈱

・注射器：1
・使い捨てライター：7
・ルアー：5

リコージャパン(株)

・使い捨てライター：18
・ルアー：8

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOメンテナンス㈱
セラトレーディング㈱
エコー電子工業㈱
サントリービバレッジ労働組合
清香園

・使い捨てライター：34
・ルアー：5
・注射器：4
・スプレー缶・カセットボンベ：
3

TOTO㈱
TOTOエンジニアリング㈱
TOTOエムテック㈱
セラトレーディング㈱
エコー電子工業㈱
清香園

・使い捨てライター：53
・ルアー：10
・注射器：3
・スプレー缶・カセットボンベ：
2

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOエムテック㈱
セラトレーディング㈱
エコー電子工業㈱
㈱ニッポンダイナミックシステムズ
ERM日本㈱

・使い捨てライター：36
・ルアー：8
・注射器：4
・スプレー缶・カセットボンベ：
2

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOエムテック㈱
セラトレーディング㈱
エコー電子工業㈱
ジブラルタ生命㈱
豊通ファシリティーズ㈱
あずさ監査法人

・使い捨てライター：29
・スプレー缶・カセットボンベ：
3
トーセイ(株)
・注射器：2
・ルアー：1

・使い捨てライター：7
・注射器：3
・釣り糸：1
・ルアー：1

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
TOTOエムテック㈱
セラトレーディング㈱
エコー電子工業㈱

TOTO㈱
TOTOアクアエンジ㈱
エコー電子工業㈱
セブン-イレブン記念財団

■西なぎさ発:東京里海エイド 2018年活動概要
3月17日 （土）

参加者数：４２名

4月21日 （土）

参加者数：１７名

5月19日 （土）

参加者数：２３名

6月9日 （土）

参加者数：４４名（子ども達：３名）

7月21日 （土）

参加者数：４５名（子ども達：１２名）

8月18日 （土）

参加者数：７２名（子ども達：１２名）

9月8日 （土）

参加者数：３５名（子ども達：２名）

10月28日 （日）

参加者数：４５名（子ども達：５名）

11月17日 （土）

参加者数：３３名

11月24日 （土）

参加者数：４７名（子ども達：５名）

10月20日 （土）

参加者数：７０名（子ども達：４名）
延べ473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 2018年活動概要 参加者の声

・パット見て気が付かなかったゴミもよく注意して見るとキリがないほど
小さなごみがたくさんあることに驚きました。
・ハマヒルガオや野鳥も多く見ることができ、東京にこのような場所が
あることに初めて気が付きました。
・細かいごみが多かった。
・BBQをしている方々が多くいるせいか、紙皿やプラスティックの食品容器などが
多く見受けられた。
・魚の死がいが多かった。
・小さなごみが多かった。
・故意に捨てたゴミはなさそう。
・生活をする上で出たごみが流れてきたと思われる。
・細かいゆえに魚や鳥が食べてしまわないか心配。
・絶対になくならない一方、みんなが気を付ければ、きれいな景観は
保てるのではないか。
・どう考えてもゴミが無くなることはないだろうと思いました。そのくらい想像以上の量でした。
・かわいい野鳥たちでいっぱいになればいいなと思いました。

DEXTE-K

■西なぎさ発:東京里海エイド 2018年活動概要 参加者の声 （２）

・ペットボトルのキャップが意外と多かった。
・マイクロプラスチックが多く、拾うのが大変。
・景色が良く、楽しくごみ拾いができた。
・ゴミが良そうの10倍以上あった。
・一見そんなにゴミが落ちてなさそうだったが、いざゴミ拾いをしてみるとかなり落ちていて驚いた。
またこのようなボランティアに参加したいと思う。
・破片ゴミが９割くらいあり、拾う際に崩れてしまうものもあって苦労した。
・弁当のゴミやペットボトルなど使った人が気を付ければ減るゴミが多かった。
責任をもって捨てる意識が大切だと思った。
・ポリ袋の破片の様なごみが多い。
・海の中に沈んでいるごみが多く（漂着していると）感じた。

・自然環境を維持するために定期的にゴミ拾いの必要性を感じた。
・プラスチック（発泡スチロール＆ビニール含む）ごみが多い。
・無心になれました。
・細かなプラスチックごみが多くてびっくりです。

・ごみがいっぱいあった。
・ビニール系ごみが多い。
・みんなごみは持って帰ろう。
・小さいごみが多くてキリがない。
・ゴミを捨てる人から罰金を取るべき。

・ビニール多いんだなぁ。
・とにかくゴミが多かった。
・ゴミが多い。とってもとってもとりきれない。
・持って帰ろうとする意識が大切。
・大きなごみがないです。

DEXTE-K

