
～海ごみをなくしていくために～
うみ

うつく うみ

美しい海をまもろう

［写真提供］天神崎の自然を大切にする会

［写真提供］串本海中公園センター



海岸にはごみがいっぱい
かい　　　　　　がん

海岸には流木や海そうなどのごみにまざって、プラスチック、ペットボトル、レジ袋など

の人工的なごみが流れ着いています。

これらのごみを回収して処理するには、大変な手間とお金がかかります。

また、回収したごみ以外にも海底に沈んでしまったごみや海を漂流しているごみが

存在していることを忘れてはいけません。

 かいがん　　　　  りゅうぼく　　  かい 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶくろ　               

　　  じん こう  てき　                        なが　      つ

                                          かい しゅう　        しょ    り　                            たい へん　      て    ま　           かね

               かい  しゅう　                      い  がい　          かい てい       しず                                                      うみ　   ひょうりゅう　                                      　

 そん ざい　　　　　　　　　　　　　　  わす
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手間とお金が
かかるんじゃ

  て　 ま　　　　　 かね    

すごいごみの量
　　　　　　　　　　　　　  りょう    



どんなごみがあるのでしょう?
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和歌山の海岸には、これらのごみがよく見られます。

台風や大雨の後には、特に流木が多くなります。

また、レジ袋やペットボトルなどのプラスチックごみ

は決してなくなることがなく、回収しなければ海岸に

残ってしまいます。

  わ   か   やま　　   かい がん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

 たい ふう　   おお  あめ　     あと　              とく       りゅう ぼく       おお

　　　　　　　　　 ぶくろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　    けっ 　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　     かい しゅう　　　　　　　　　　　かい がん       

のこ　

レジ袋
　　　　 　　　　　 ぶくろ    

流木
　　　　 　   りゅう ぼく    

ビン

缶・ペットボトル
　 かん    

缶・ペットボトル
　 かん    

発砲スチロール
　 はっ ぽう

海に流れだしたプラスチックは、紫外線や波の力で小さくなります。

５ミリメートル以下の大きさのものをマイクロプラスチックと言

います。マイクロプラスチックには、化学物質が付着しており

毒性があると言われています。

 うみ　　 なが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し   がい せん　　 なみ　　 ちから　  ちい　　

          　　　　　　　　　　 い    か　　　 おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  か　 がく ぶっ　しつ　　　 ふ ちゃく

 どく せい　　　　　　　　　 い

●解説  マイクロプラスチック  かいせつ    

自然には発生
しないものだよね。

　　　　 し  ぜん　　　　  はっ せい    
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いろいろな悪い影響が
おこります

わる えい きょう

観光など
への影響

　 　  かん　 こう

　　　　　　　　　 えい　 きょう

漁業など
への影響

　 　  ぎょ　 ぎょう

　　　　　　　　　 えい　 きょう

動物への
影響

　 　 どう　  ぶつ

　　　　　　 えい　 きょう

和歌山の美しい海
　　　   わ   か   やま　     うつく　　　　 うみ    

底引き網にかかったごみ
 そこ  び　　　あみ    

 　　　 い　　　もの　　　　　 あく えい  きょう    

生き物への悪影響

［写真提供］一般社団法人 JEAN ［写真提供］一般社団法人 JEAN

URL http://jean.jp

［写真提供］環境省

かわいそうかめはレジ袋をクラゲと間違えて食べ
てしまうし、鳥は漂流するプラスチック
を魚やその卵と間違えて食べてしまう
んじゃ。それが原因で死ぬこともあるん
じゃよ

　　　　　　　　　　　  ぶくろ　　　　　　　　　　　   ま　 ちが　　　　　 た

　　　　　　　　　　　　  とり　　 ひょうりゅう

　  さかな　　　　　　 たまご        ま　ちが　　　　    た

　　　　　　　　　　　　　　　 げん いん 　　　し    

プラスチックの輪が口にはさまって、
死んだアザラシ。

　　　　　　　　　　　 わ　　くち

　　　　　　　  し
網がからまって身動きがとれなくなって、

おぼれて死んだウミガメ。

 あみ　　　　　　　　　みうご

　　　　　　　　　　　　  し

ごみだらけの海岸
だったら遊びたく
ないよね

　　　　　　　　　　　  　　 かいがん

 　　　　　　　　　あそ



ごみはどこから来るの？
く

環境省の調査では、海岸に流れつくごみの約８０パーセントは陸地、すなわち私たち

の生活から発生しているとされています。

できるだけごみを出さない、しっかり分別する、正しく処理することがとても大切です。

自分達が出したごみは必ず持ち帰るようにしましょう。

かんきょうしょう　　ちょう  さ　　　　　　  かい がん　　  なが　　　　　　　　　　　　   やく　　　　　　　　　　　　　　　　 りく　ち　　　　　　　　　　 わたし

　　 せい かつ　　　　  はっ せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶん べつ　　　　　　　　　　　  しょ　り　　　　　　　　　　　　　　　　　たい せつ

  じ  ぶん  たち　　   だ　　　　　　　　　　　 かなら　　  も　　　かえ 　　　
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海ごみなどの発生源
　  　　  うみ　　　　　　　　　　　　はっ  せい げん

海ごみのほとんどは
陸から発生しているんじゃ

うみ

 りく　　　　　はっ  せい 

私たちの生活と
関係があるんだね

わたし　　　　　　　せい  かつ

 かん けい 



みんなの力でできる
ちから
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一緒に参加しよう！
 いっ しょ　　  さん   か

 　　 せい  そう　　　　　　　　　　　 よう　す

清掃イベントの様子 ［写真提供］岩出市

私たちひとりひとりが気をつけることで、海のごみを減らすことができます。

県内では、環境に関するさまざまなイベントが行われています。

このようなイベントに参加して体験することも大切です。参加してみてください。

ひとりひとりが少しでもごみを出さないようにすることが和歌山の美しい海を守るこ

とにつながっていくのです。

わたし　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　 うみ　　　　　　　　　　へ

けん ない　　　　　   かんきょう　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん   か　　　　　たい けん　　　　　　　　　　  たい せつ　　　　　　 さん  か

　　　　　　　　　　　　　　すこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  わ　 か　やま  　　うつく　　　　うみ　　  まも

海岸の清掃イベント
　  　　  かい がん　　　せい そう

河川敷の清掃イベント
　  　　 か  せん しき　　　せい そう



ごみを減らす取り組み
へ

と く
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■ Ｒｅｄｅｕｃｅ (リデュース）【発生抑制】………ごみそのものを減らす。

■ Ｒｅｕｓｅ (リユース）【再利用】……………………何回もくり返し使う。

■ Ｒｅｃｙｃｌｅ (リサイクル）【再生利用】…………分別して資源として再利用する。

3R（スリーアール）活動をすすめよう！
 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かつ  どう

買物の時にむだな包装やレジ袋はことわりましょう。

つめかえ用パックを使いましょう。

あきたら捨てしまうようなおもちゃは買わないようにしましょう。

こわれたものを修理して使い続けましょう。

使わなくなったら、バザーなどに出して使ってもらえる人を探しましょう。

ごみに出すとき分別をしっかり行うことによりリサイクルが

簡単にできるようになります。

かい もの　　　とき　　　　　　　　　 ほう そう 　　　　　　ぶくろ

　　　　　　　　　よう　　　　　　　　 つか

　　　　　　　　 すて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か

　　　　　　　　　　　　　　  しゅう  り　　　　　つか　　  つづ

 つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ 　　　　つか　　　　　　　　　　　　ひと　   さが

　　　　　　　だ　　　　　　　 ふん べつ　　　　　　　　　  おこな

かん たん　　　　　　　

Reduce
リ　デ　ュ　ー　ス

Ｒｅｕｓｅ
リ　ユ　ー　ス

Ｒｅｃｙｃｌｅ
リ　サ　イ　ク　ル

私たちができる一番
重要なことは、３Ｒ（ス
リーアール）活動を進
めていくことです。

わたし　　　　　　　　　　　　   　いち ばん

じゅう よう

　　　　　　　　　　　  かつ どう　　　すす　

 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はっ せい よくせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　さい  り  よう  　　　　 　　　　　　　　  なんかい　　 　      かえ     つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい せい  り  よう　           　　　ぶんべつ　　　　 し   げん　　　　　  さい  り  よう

発生抑制
はっせいよくせい

  ほう そう　　　　　 ふくろ　　う　　　と　　　　　　　　　　　　　 じ  さん

 ひつよう　　　　　　　　 ひつよう　　　　　　か

　　　き　　  い　　　　たいせつ　  なが　つか

  さい ご 　　　　 む　だ　　　  つか

　　　  かえ　 つか　　  　　　　　　 えら

 　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか

　　　　　　　　  う

へ

ぶん べつ   し　げん

 なんかい  かえ  つか

さい  り  よう

  　
　
　

 

か　

て
い　
　
　

 

じ  

ぎ
ょ
う
し
ょ

   

と
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ね
が

　　　　 　　　　　   まえ

 ほか　　つか　　　　　　  かんが

 あたら　　   せいひん　  げんざいりょう

　　　　　　　 ぶんべつ　　　　す



和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課
〒640-8585 和歌山市小松原通１-１　TEL 073-441-2675
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/

海岸漂着物等地域対策推進事業
平成28年1月

和歌山にはたくさんの

美しい海岸、砂浜があります。

それらは、私たちの

大切な財産です。

  わ　 か  やま

うつく　　　　かいがん　　すな  はま

　　　　　　　　　 わたし

 たい せつ　　 ざい さん

そこでは、魚釣りして

遊んだり、また景色を楽しむ

ことができるのです。

　　　　　　　　　 さかな つ

 あそ　　　　　　　　　　　　  け  しき　　  たの

みんなの力で和歌山の

美しい海を守っていきましょう。

　　　　　　　　  ちから　　  わ　 か  やま

うつく　　　　うみ　　 まも 

［写真提供］和歌山市観光協会

［写真提供］天神崎の自然を大切にする会

［写真提供］串本海中公園センター

※無断でのコピー、再配布、二次利用、有償配布の禁止　著作権者の許可なしに、無断でコピー、改変、転載することを固くお断りします。

※この冊子は地球環境に優しい70％再生紙とベジタブルインキを使用しています。


