
▼　破片／かけら類（直径2.5cm以上のもの）
351
364
155
35

▼陸上の活動で主に発生する品目
タバコ 吸殻・フィルター  Butts / filters 68 生活 ふた（プラ）Lid (plastic)
tobacco パッケージ・包装 Packaging 1 life その他　プラボトルOther plastic bottles

使い捨てライター lighter 25 生活雑貨（歯ブラシ、文具等） 3
   toothbrush, stationery,etc.
おもちゃ（ボール、フィギア等）toy 6

飲料 飲料用プラボトル PET bottles 467 風船 balloon
Beverage ガラスびん Glass bottle 16 花火 fireworks

飲料缶 Beverage can 15
キャップ（プラスティック） Cap (plastic) 34 大型 家電製品 Home appliances
ボトルキャップ（金属） Cap (metal) large タイヤ tire
６パックホルダー 6 pack holder

物流 荷造り用ストラップバンド strap band 17
食品 ﾌｫｰｸ、ﾅｲﾌ、ｽﾌﾟｰﾝ　Fork, knife, spoon 1 logistics プラスティック・発泡スチロール梱包材
Food カップ・皿（紙）Cup/ plate (paper) 3       Packing material

カップ・皿（プラ）（plastic) 8 建築 建築資材（柱、釘、トタン板等）
カップ・皿（発泡スチロール）Styrofoam       Building materials
ストロー・マドラー Straw muddler 94 医療 注射器 Syringe 4
食品の包装・袋 Food packaging /bags ▼海・河川・湖沼活動で主に発生する品目（水産・釣り関係）
食品容器（プラ）Food container (plastic) 25 釣り 釣り糸 fishing line
食品容器（発泡スチロール）Styrofoam fishing ルアー（エギ、ワーム） ルアー 15

  Lure, egi, worm エギ 16
水産 ワーム 4

生活 レジ袋 Shopping bag Fisheries 53
life 紙袋 paper bag

その他プラスティック袋 90 フロート 2
        Other plastic bags float 2

カキ養殖
oyster

▼次の項目に当てはまるものがあれば記入してください。
釣り用品 fishing goods その他 others

ラメールチューブ(白）

クレオチューブ　（黒）
パイプホワイト
下水処理材　多摩北2号

others クッション　cushion 1
18 手袋　gloves 6

帽子　cap 2
マスク mask 20
靴下 socks 1
生理用品　Sanitary items 1
プラカゴ　Plastic basket 1
苗ポット入れ　Seedling pot 1
洗面器　Washbasin 1
スプレー缶　Spray can 4
カイロ　Disposable body warmer 1
ゴム片　Rubber piece 1
木くず　Wood chips 3㎥

（240ｋｇｓ）

漁網 Fishing net
発泡スチロール製　Styrofoam float
プラスティック製　plastic
かご漁具 Basket fishing gear　　　　　　　　　　　
パイプ（長さ　length10～21cm）pipe
まめ管（長さ　length1.6cm）pipe

☆　世界ゴミ調査キャンペーン・ﾃﾞｰﾀｰカード　☆

硬質プラスティック破片 Hard plastic debris

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏａｓｔａｌ　Ｃｌｅａｎｕｐ　（ＩＣＣ）　Ｄａｔａ　Ｃａｒｄ

プラスティックシートや袋の破片 Plastic sheet or bag debris
発砲スチロール破片　Styrofoam debris
ガラスや陶器の破片 Fragments of glass and pottery

ロープ・ひも Rope / string

釣り竿　fishing rod

釣り竿片　Fishing rod debris
リール　reel
サオカケ　Fishing rod stand
おもり　Weight
天秤おもり　Tenbin weight
コマセカゴ　baito cage
コマセひしゃく Cassotte
簡易イス chair
ビニールバケツ Vinyl bucket
タコテンヤ Octopus gimmick
エサ付け器 Feeder

Sewage
treatment
agent

針 needle
ウキ Float
しかけ Trigger



●調査の概要 海をつくる会 他参加団体名

・グループ名： 名
15 名

ダイバー 名 名
陸上 7 名 名

名
名

・調査年月日： 2020年 11月 28日 13時 00分 ～ 14時 30分
実質 90 分 天候 晴れ

・場所の通称名/ふりがな：野島
・実施所在地： 神奈川県 都道府県 金沢区 市/群/区 野島 町

・参加人数： 12歳未満 人 12歳以上 22 人 （合計 22 人）

★集めたゴミの量 80 kgs＋木くず（240ｋｇｓ） 袋
袋のサイズ □大袋（45L）

★調査場所の距離 20 ｍ 奥行：約 50 ｍ （面積：約 1,000 ㎡）

・調査場所の区分
海岸 □海岸　□河岸　□湖沼岸　　□水中　□水辺以外
東京湾 □日本海　□太平洋　□瀬戸内海　□東シナ海□オホーツク海　□なし

・キャプテン氏名： 海をつくる会　坂本昭夫

電話 045-313-6160 FAX:045-313-6160 E-mail:umiotsukurukai@yahoo.co.jp
住所 神奈川県　横浜市神奈川区三ツ沢下町9-3 〒221-0852

　

一般

調査場所
海域（川、湖等は流れ込む海）


