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 次の事業活動を実施する事が出来ました。
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海上タクシー

、男木島
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「故郷
ふ る さ と

実施日 ：平成

実施場所：高松市沖

        

加 者 ：高松市立

◆協力団体  ：男木地区コミュニティ協議会、東瀬戸漁業協同組合

実施概要：

①東瀬戸漁業協同組合所属の漁師さんによる底曳網漁を視察・見学し海

底ごみの実態について学習しました。

②男木地区コミュニティ協議会の皆さんの協力を得て、参加者全員によ

り男木大井海水浴場一斉清掃とＩＣＣゴミ調査を行い、海ごみの実態

把握体験学習を実施しました。

③高松市男木コミュニティセンターで、午前中の海底ごみ視察と海岸漂

着ごみ体験学習を基に、

を講師として、海ごみ問題について総合環境座学学習会を開催しまし

た。
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：男木地区コミュニティ協議会、東瀬戸漁業協同組合

高松市男木出張所、公財）水島地域環境再生財団
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第一中学校１年生・２

：男木地区コミュニティ協議会、東瀬戸漁業協同組合

高松市男木出張所、公財）水島地域環境再生財団

①東瀬戸漁業協同組合所属の漁師さんによる底曳網漁を視察・見学し海

底ごみの実態について学習しました。

②男木地区コミュニティ協議会の皆さんの協力を得て、参加者全員によ

り男木大井海水浴場一斉清掃とＩＣＣゴミ調査を行い、海ごみの実態
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を講師として、海ごみ問題について総合環境座学学習会を開催しまし
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引率隊員（教職員）３名、海守さぬき会中條

出動、東瀬戸漁業協同組合所属・底曳網漁船の待つ

側の備讃瀬戸海域に向かい、実際の底曳網漁を海上タクシー船上よ
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曜日） 

備讃瀬戸辺海域 

高松市男木コミュニティセンター２階大ホール

２年生４５

：男木地区コミュニティ協議会、東瀬戸漁業協同組合

高松市男木出張所、公財）水島地域環境再生財団

①東瀬戸漁業協同組合所属の漁師さんによる底曳網漁を視察・見学し海

底ごみの実態について学習しました。 

②男木地区コミュニティ協議会の皆さんの協力を得て、参加者全員によ

り男木大井海水浴場一斉清掃とＩＣＣゴミ調査を行い、海ごみの実態

 

③高松市男木コミュニティセンターで、午前中の海底ごみ視察と海岸漂

みずしま財団の磯部

を講師として、海ごみ問題について総合環境座学学習会を開催しまし

：今回の活動事業参加者募集に際し、高松市内の小中学校へ学校単位

でお声を掛けさせて頂いた結果、高松市立第一中学校４５

科自由研究の一環として学校側の協力も得られ

名に「故郷の海レスキュー隊」１日隊員に任命委嘱。

中條隊長以下隊員

出動、東瀬戸漁業協同組合所属・底曳網漁船の待つ

、実際の底曳網漁を海上タクシー船上よ
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2015」報告書

高松市男木コミュニティセンター２階大ホール 

４５名・教職員３名

：男木地区コミュニティ協議会、東瀬戸漁業協同組合

高松市男木出張所、公財）水島地域環境再生財団

①東瀬戸漁業協同組合所属の漁師さんによる底曳網漁を視察・見学し海

②男木地区コミュニティ協議会の皆さんの協力を得て、参加者全員によ

り男木大井海水浴場一斉清掃とＩＣＣゴミ調査を行い、海ごみの実態

③高松市男木コミュニティセンターで、午前中の海底ごみ視察と海岸漂

の磯部 作先生及び塩飽敏史先生

を講師として、海ごみ問題について総合環境座学学習会を開催しまし

：今回の活動事業参加者募集に際し、高松市内の小中学校へ学校単位

４５名の生徒さんに参加が得

科自由研究の一環として学校側の協力も得られ、前記スケジュールで

名に「故郷の海レスキュー隊」１日隊員に任命委嘱。
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② 男木漁港岸壁より、海上で操業していた底曳網漁船を視察。

底曳き網を漁師が開放すると、魚介類と沢山のゴミ（

空き缶
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男木漁港岸壁より、海上で操業していた底曳網漁船を視察。

底曳き網を漁師が開放すると、魚介類と沢山のゴミ（

空き缶等）に大きな歓声と、ため息が入り混じりました。

 

   底曳網漁の魚種を説明①・②（みずしま財団
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男木漁港岸壁より、海上で操業していた底曳網漁船を視察。

底曳き網を漁師が開放すると、魚介類と沢山のゴミ（
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③ 男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、

施しました。

方（

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

した。

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

ジ袋等）・食品包装プラスチック容器

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

            

 

 

男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、

施しました。

方（100 平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

残りの隊員は、長さ約

した。 

所要時間は約１時間で「約

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

ジ袋等）・食品包装プラスチック容器

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

            

男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、

施しました。ICC 調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

の隊員は、長さ約

所要時間は約１時間で「約

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

ジ袋等）・食品包装プラスチック容器

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

ICC調査（

            海底ごみも大漁に！

男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、

調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

の隊員は、長さ約3００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

所要時間は約１時間で「約２０

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

ジ袋等）・食品包装プラスチック容器

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

調査（International

海底ごみも大漁に！

男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、

調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

２０袋／４０

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

ジ袋等）・食品包装プラスチック容器・空き缶・空き瓶

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

International 

海底ごみも大漁に！ 

男木大井海水浴場にて体験学習第２段として、ICC

調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

袋／４０ℓ・約０．８

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

・空き缶・空き瓶

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

 Coastal 

ICC 調査と海岸の一斉清掃を実

調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

０．８立法メートル」の漂着ゴ

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

・空き缶・空き瓶の順に多く、生徒たち

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。

 Cleanup

 

調査と海岸の一斉清掃を実

調査は隊員２人１組の５組（１０名）により、10 メートル四

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。

００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

立法メートル」の漂着ゴ

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

の順に多く、生徒たち

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を

山積みにしての記念写真では、充実感と満足感が溢れておりました。 

 

Cleanup） 

調査と海岸の一斉清掃を実

メートル四

平方メートル）に張ったロープ内の人工物ゴミを全て拾い集め、「世

界ゴミ調査キャンペーン・データカード」に種類別に数量を記録しました。 

００ｍ・幅約３０ｍの砂浜の海岸を一斉清掃を行いま

立法メートル」の漂着ゴ

ミを回収する事が出来ました。漂着ゴミはペットボトル・プラスチック袋（レ

の順に多く、生徒たち

は「なぜこんなにゴミが多いのか！」と呆れておりましたが、最後のゴミ袋を



 

       

 

④ 午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

先生

年３月に

わたしたちのくらし」を使用

 

       

 

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

先生から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

教材は、みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

年３月に子供達の目線で

わたしたちのくらし」を使用

 

 

       ごみ取ったぞ・・・・ごみ０祈念撮影

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

子供達の目線で

わたしたちのくらし」を使用

ごみ取ったぞ・・・・ごみ０祈念撮影

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

子供達の目線で編集・制作

わたしたちのくらし」を使用して頂き

 

海岸一斉清掃

ごみ取ったぞ・・・・ごみ０祈念撮影

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

制作されました

して頂きました。

海岸一斉清掃 

ごみ取ったぞ・・・・ごみ０祈念撮影

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

されました学習冊子「海ごみとぼくたち・

ました。 

ごみ取ったぞ・・・・ごみ０祈念撮影 

午前中の体験学習を思い出しながら、みずしま財団・塩飽敏史先生及び磯部作

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、

学習冊子「海ごみとぼくたち・

 

 

・塩飽敏史先生及び磯部作

から改めて海ごみ問題について、総合的な座学講義を受けました。 

みずしま財団で制作して頂いたパワーポイントを中心に、平成２２

学習冊子「海ごみとぼくたち・

・塩飽敏史先生及び磯部作

 

平成２２

学習冊子「海ごみとぼくたち・



⑤ 講義終了後

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

とめた意見の発表会を行いました。

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

       

           

           

 

講義終了後４５

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

とめた意見の発表会を行いました。

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

１班

       

           

           

４５名の生徒は

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

とめた意見の発表会を行いました。

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

１班２人で

       

           

           海ごみ問題座学学習会

名の生徒は12班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

とめた意見の発表会を行いました。

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

２人で共同発表        

           最後の１２班は３人で！

海ごみ問題座学学習会

班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

とめた意見の発表会を行いました。 

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

 

        

最後の１２班は３人で！

海ごみ問題座学学習会 

班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

        ８班発表しま

最後の１２班は３人で！ 

班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。

８班発表しま

 

班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

海ごみ発生抑制に向けた心強い決意発表を聞く事が出来ました。 

８班発表します 

 

班に分かれて、日常の家庭生活の中から海ごみを

抑制する方法等の意見交換会と班毎に意見のまとめを行ない、最後に班毎にま

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！最後のクルージングは夏休みの思い出の一コマに！  
 

 



■活動の効果： 弊会が平成２１年度より取組んでおります「海底ごみ目に見える化

計画」及び「故郷の海レスキュー隊計画」での、海ごみ発生・排出抑制のための啓

蒙、啓発活動の一環として、本助成活動事業を開催させていただきました。 

海底ごみの問題は、海岸漂着ごみと同様に陸域部・海域部の両方に起因して発生

するものですが、普段私たちの目に触れる機会が少ないために見過ごされてきたと

いう経緯があります。 

  そこで、私たちは小型底曳網漁業者の力を借りて、子供達に実際に見てもらい故 

郷の海の現状を知ってもらう事ができました。 

この事は、海底に沈む多くのごみを回収することも、また、処理することも大切 

ですが、それ以上に新たなゴミを出さない為の排出抑制に取組む事が最も大切だと 

思います。 

その意味からも、今回の継続した環境啓発活動に多くの子供達に、草の根活動と 

してご参加頂き、故郷の海の抱える現状を知ってもらい、海ごみの排出抑制に向け 

た意識改革が期待できるものと確信いたしました。 

今回の事業を通し、更に多くの子供達が故郷の海を「美しく、豊かな海」として 

次世代に残さなければ成らないと気付き、「自分達の海は、自分達で守るんだ！」 

と云う意識を持続的に持つてもらい、共々に行動できる事を心より願いました。 

                                  以上 


