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１．海洋ごみ、マイクロプラスチック
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ポリタンク

１．海岸での漂着ごみの事例 ２．漂着物の例

漁具

洗剤容器

３．想定される被害
・生態系を含めた海洋環境への影響・船舶航行への障害・観光・漁業への影響・沿岸域居住環境への影響
⇒近年、海洋中のマイクロプラスチック（※）が生態系に及ぼす影響が懸念されている。※サイズが５mm以下の微細なプラスチックごみ

山形県酒田市飛島

長崎県対馬市

マイクロビーズ 微細なプラスチック片

出典：UN World Oceans Day 出典：タイ天然資源環境省

海洋生物への影響 鯨の胃から発見され

た大量のビニール袋

海洋ごみ問題の現状
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海岸漂着物処理推進法改正 (2018.6.15成立)
 目的の改正:海洋環境の保全の観点等を追加
 「漂流ごみ等」の追加、漂流ごみ等の円滑な処理の推進
 ３Ｒの推進等による海岸漂着物等の発生抑制
 マイクロプラスチック対策（事業者による使用抑制・排出抑制努力義務、政府によるマイクロプラスチック抑制のための施策の在り方についての速やかな検討及びその結果に基づき措置を講じる旨を規定）
 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

第４次循環型社会形成推進基本計画(2018.6.19閣議決定)
資源・廃棄物制約、海洋ごみ対策、地球温暖化対策等の幅広い課題に対応しながら、中国等による廃棄物の禁輸措置に対応した国内資源循環体制を構築しつつ、持続可能な社会を実現し、次世代に豊かな環境を引き継いでいくため、再生不可能な資源への依存度を減らし、再生可能資源に置き換えるとともに、経済性及び技術的可能性を考慮しつつ、使用された資源を徹底的に回収し、何度も循環利用することを旨として、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための戦略（「プラスチック資源循環戦略」）を策定し、これに基づく施策を進めていく。

海洋プラスチック問題に関する国内動向
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持続可能な開発目標(SDGs)(2015.9)
持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットの１つとして「2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」が掲げられている。

G7
＜G7伊勢志摩サミット（2016年5月）＞
首脳宣言において、資源効率性及び３Rに関する取組が、陸域を発生源とする海洋ごみ、特にプラスチックの発生抑制及び削減に寄与することも認識しつつ、海洋ごみに対処することを再確認。
＜G7シャルルボワサミット（2018年6月）＞
 G7全ての国が海洋環境の保全に関する「健全な海洋及び強靱な沿岸部コミュニティのためのシャルルボワ・ブループリント」を承認し、「海洋の知識を向上し、持続可能な海洋と漁業を促進し、強靱な沿岸及び沿岸コミュニティを支援し、海洋のプラスチック廃棄物や海洋ごみに対処」するとした。
安倍総理からは、日本が議⾧を務める来年のG20でもこれらの問題に取り組む意向である旨、発言を行った。

「海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチック」に関する決議（resolution）が採択され、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに対処するための障害及びオプションを精査するための専門家グループ会合を招集することを決定。５月に第１回会合を開催。

国連環境総会(UNEA3)(2017.12)

G20
＜G20ハンブルクサミット（2017年7月）＞
 G20サミットでは初めて海洋ごみが首脳宣言で取り上げられた。
これまでのG7による取組を基礎としつつ、発生抑制、持続可能な廃棄物管理の構築、調査等の取組を盛り込んだイニシアチブ「海洋ごみに対するG20行動計画」の立ち上げに合意。
日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM20)(2018.6)
マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策等について、率直な意見交換を実施。中国・韓国と海洋プラスチック問題がグローバルな共通課題であるとの認識を共有。
 2019年に日本で開催されるG20首脳会合及び大臣会合に向け、連携・協力を確認。

海洋プラスチック問題に関する国際動向



沿岸海域または沖合海域において、

船上から海面上のごみを目視で確

認し、海域別のごみの密度及び現

存量を推定

ネットによる採取

顕微鏡による計測

採取

水深300mから回収された漁網

底曳き網

環境省では、全国の海岸においてモニタリング調査等を実施するとともに、沿岸海域・沖合

海域において、漂流ごみの目視調査、マイクロプラスチック（マイクロビーズを含む）の採取、

海底ごみの採取を実施。

沿岸海域または沖合海

域において、底曳き網

により、海底ごみを採

取・分類し、海域別の

ごみの密度及び現存量

を推定

漂着ごみ調査 漂流ごみ調査 海底ごみ調査

レジンペレット

海岸をモニタリング調査し、漂着

ごみの量や種類、組成、ペットボ

トルの製造国（言語表記）等の情

報を収集・整理

マイクロプラスチック調査

マイクロプラスチックについて、その海洋汚

染の実態把握を推進。具体的には、

・日本周辺海域等における分布状況

・マイクロプラスチックに吸着しているPCB

等の有害化学物質の量

を把握するための調査を実施

：平成28年度調査箇所
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環境省における海洋ごみ調査



漂着ごみ（個数）の種類別割合

• 漂着ペットボトルの製造国別では、太平洋側では日本製のものが多く、東シナ海及び日本海側で

は外国製（中国・韓国）のものが多い傾向にある。

• 種類別では、いずれの地点もプラスチック類が最も高い割合（個数ベース）を占める。

ペットボトル（個数）の製造国別割合

（平成22～26年度（５年間）合計）

日本

韓国

中国

台湾

ロシア

その他

（平成22～26年度（５年間）合計）

プラスチック類

発泡スチロール類

布類

ガラス＆陶器類

金属類

紙＆ダンボール類

ゴム類

木（木材類）

灌木

流木

その他
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我が国での漂着ごみ調査結果（個数の種類別割合、ペットボトル製造国別割合）
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沖合海域におけるマイクロプラスチックの調査

沖合海域のマイクロプラスチックの分布密度

（平成26～28年度を合わせた結果）

ネットによる採取 顕微鏡による計測

・沖合海域における漂流ごみの目視観測調査に併せ、我が国周辺の沖合海域において、マイクロプラスチックを採取。・平成26～28年度調査を合わせてみると、日本周辺の沖合海域で全体的にマイクロプラスチックが分布しており、東北の日本海側及び太平洋側沖周辺、四国及び九州の太平洋側沖周辺で高い密度を示す傾向がみられる。

沖合海域のマイクロプラスチック調査の

地点（平成26～28年度の比較）

(2016年度)
(2016年度)
(2015年度)
(2015年度)
(2014年度)
(2014年度)

[単位体積（㎥）あたりの個数]

（平成28年度）

（平成28年度）

（平成28年度）

（平成27年度）

（平成27年度）

（平成26年度）

（平成26年度）



沿岸海域におけるマイクロプラスチックの調査（平成27年度）

東京湾 駿河湾 伊勢湾

・平成27年度は、沿岸海域における漂流ごみの目視観測調査に併せ、東京湾、駿河湾及び伊勢湾の20地点で、マイクロプラスチックを採取。・マイクロプラスチックの海中密度を算出したところ、東京湾の２地点における密度が相対的に高くなった（5.1～9.7個/m3。他の地点の密度は、 1.6個/m3以下。）。・マイクロビーズは、東京湾の３地点、伊勢湾の３地点で採取。マイクロプラスチック全体に占める個数密度は１％以下だった。

沿岸海域におけるマイクロプラスチックの密度（個/m3
）（平成27年度調査）
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沿岸海域におけるマイクロプラスチックの調査（平成28年度）

・平成28年度は、沿岸海域における漂流ごみの目視観測調査に併せ、富山湾、陸奥湾及び若狭湾の計9地点で、マイクロプラスチックを採取。・マイクロプラスチックの海中密度を算出したところ、0.03～1.9個/m3となり、平成27年度調査（東京湾、駿河湾及び伊勢湾）との比較では、東京湾の２地点（5.1、9.7個/m3）を除き、平成27年度の結果と同程度（0.06～1.6個/m3）であった。・マイクロビーズは、いずれの湾でも検出されなかった。

沿岸海域におけるマイクロプラスチックの密度（個/m3
）（平成28年度調査）

PL:プラスチック

EPS：発泡スチロール

FB：糸くず

富山湾

陸奥湾 若狭湾
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河川調査地点（平成30年度）

□多摩川調査地点

（上流１地点、中流１地点、下流１地点、支流４地点）

□鶴見川調査地点

（上流１地点、中流１地点、下流１地点、支流４地点）

調査対象河川

河川におけるマイクロプラスチックの調査（平成30年度）
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「プラスチック・スマート」 キャンペーン「プラスチック・スマート」 キャンペーン
○ 海洋プラスチック問題の解決に向けては、消費者を始め自治体・ＮＧＯ・企業な

どの幅広い主体が、一つの旗印の下に連携協働して取組を進めることが必要。

○ このため、ポイ捨て撲滅を徹底した上で、不必要なワンウェイのプラスチックの

排出抑制や分別回収の徹底など、“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的

に推進し、我が国の取組を国内外に発信していくキャンペーンを 「プラスチック・

スマート -for Sustainable Ocean-」 と銘打って展開。

個人、消費者

＜取組例＞

・ポイ捨て撲滅、ごみ拾い活動への参加

・マイバッグの活用、リユースなど

プラスチックの有効利用

自治体、NGO、企業など

＜取組例＞

・散乱ごみや海岸漂着物の回収

・ワンウェイのプラスチックの排出抑制

・バイオマスプラスチックや紙などの

代替素材の利用

国

内

外

に

発

信

共通ﾛｺﾞﾏｰｸ

「プラスチック・スマート」

キャンペーン

世界経済ﾌｫｰﾗﾑ

官民連携ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

（PACE）

特設ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｻｲﾄ

世界循環経済ﾌｫｰﾗﾑ

（WCEF）

｢ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｽﾏｰﾄ｣

ﾌｫｰﾗﾑ

ＳＮＳ

（♯ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾏｰﾄ）

一

つ

の

旗

印

の

下

に

取

組

を

集

約

連携協働

「G20持続可能な成長のためのエネ

ルギー転換と地球環境に関する関係

閣僚会合」の機会に、フォーラムを実

施し、優良な取組を大臣表彰・発表 12



「プラスチック・スマート」 フォーラム

フォーラム（事務局:環境省委託先）

G20海洋ごみ

国際シンポジウム開催

例）G20などの機会に、会員の

取組を発信

関係団体と連携した各種イベントの実施

海洋ごみ研究会（仮称）

・分野横断的な調査研究の推進

〇海洋プラスチックごみの削減に向け、“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進する

「プラスチック・スマート」キャンペーンを更に強化することを目的として、「プラスチック・ス

マート」キャンペーンの参加者を始めとする様々な団体の対話・交流の促進するものとして設置。

○ フォーラムでは、関係団体とも連携し、大臣表彰の実施、シンポジウム開催、各地域でのイベン

ト等の実施等の情報発信・普及啓発を行うほか、研究者による最新の知見を共有する。

大臣表彰の実施

※会員は各界各層の企業・団体から広く募集（会費なし）

※本フォーラムは、主体間の連携が活性化するまでの間、

集中して活動。

海ごみゼロウィーク（仮）

等、各地域での

イベント等との連携

調査研究／対策の推進

研究機関等 企業・

業界団体

ＮＧＯ・

ＮＰＯ

国

地方公共団体

フォーラムを通じて

対話・交流を活性化

民間団体

業界団体

地方公共

団体関係

関

係

団

体

と

の

連

携

実

施

イ

ン

プ

ッ

ト

実施

会員間の情報共有の促進、国際動向等の情報共有

（平成31年度より実施）
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２．健全な水循環、ウォータープロジェクト
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“健全な水循環”とは

＜健全な水循環＞

人の活動及び環境保全に果たす水の

機能が適切に保たれた状態での水循環。

＜水循環＞

水が、蒸発、降下、流下又は浸透に

より、海域等に至る過程で、地表水又

は地下水として河川の流域を中心に

循環すること。
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水循環施策の総合的かつ一体的推進

健全な水循環の維持又は回復

第１回水循環政策本部会合（２０１４年７月１８日）

で挨拶する安倍内閣総理大臣

水循環基本法（平成26年4月2日公布、7月1日施行）のポイント

１．水循環に関する施策を推進するため、水循環政策本部を設置

２．水循環施策の実施にあたり基本理念を明確化

３．国、地方公共団体、事業者、国民といった水循環関係者の責務を明確化

４．水循環基本計画の策定

５．水循環施策推進のための基本的施策を明確化

水循環政策本部長：内閣総理大臣

水循環政策副本部長：内閣官房長官及び

水循環政策担当大臣

水循環政策本部員：すべての国務大臣

 水循環基本計画の案の作成及び実施の推進

 関係行政機関が水循環基本計画に基づいて

実施する施策の総合調整

 水循環に関する施策で重要なものの企画及び

立案並びに総合調整

組

織

事

務

水循環に関する施策を“集中的” かつ“総合的” に

推進するため。

目

的

水循環政策本部－内閣に設置－

経済社会の健全な発展

国民生活の安定向上

水循環基本法
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○ 水循環と我々の関わり

○ 水循環基本計画の位置付け、対象期間と構成

１ 流域における総合的かつ一体的な管理

２ 健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推

進

３ 水の適正な利用及び水の恵沢の享受の確保

４ 水の利用における健全な水循環の維持

５ 国際的協調の下での水循環に関する取組の推進

（３） 水インフラの戦略的な維持管理・更新等

（４） 水の効率的な利用と有効利用

（５） 水環境

（６） 水循環と生態系

（７） 水辺空間

（８） 水文化

（９） 水循環と地球温暖化

４ 健全な水循環に関する教育の推進等

（１） 水循環に関する教育の推進

（２） 水循環に関する普及啓発活動の推進

５ 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置

６ 水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施

（１） 流域における水循環の現状に関する調査

（２） 気候変動による水循環への影響と適応に関する調査

７ 科学技術の振興

８ 国際的な連携の確保及び国際協力の推進

（１） 国際連携

（２） 国際協力

（３） 水ビジネスの海外展開

９ 水循環に関わる人材の育成

（１） 産学官が連携した人材育成と国際人的交流

１ 水循環に関する施策の効果的な実施

２ 関係者の責務及び相互の連携・協力

３ 水循環に関して講じた施策の公表

１ 流域連携の推進等-流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み-
（１） 流域の範囲

（２） 流域の総合的かつ一体的な管理の考え方

（３） 流域水循環協議会の設置と流域水循環計画の策定

（４） 流域水循環計画

（５） 流域水循環計画の策定プロセスと評価

（６） 流域水循環計画策定・推進のための措置

２ 貯留・涵養機能の維持及び向上

（１） 森林 （２） 河川等 （３） 農地 （４） 都市

３ 水の適正かつ有効な利用の促進等

（１） 安定した水供給・排水の確保等

（２） 持続可能な地下水の保全と利用の推進

水循環基本計画の枠組み

総論

第１部 水循環に関する施策についての基本的な方針

第２部 水循環に関する施策に関し、政府が総合的か

つ計画的に講ずべき施策

第３部 水循環に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項
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＜目 的＞

「水循環基本法」に基づき、健全な水循環の維持・回復のための取組推進

のため、官民連携「ウォータープロジェクト」を発足。

環境省が関係主体間の連携協力の場をつくり、民間企業等の主体的・自

発的・積極的な活動を推進し、全国的に幅広く国民の理解と関心を深める。

平成26年 8月 1日：発足

（平成31年2月15日現在：163団体参加）

＜ポータルサイトで情報発信、

協力頂ける団体の募集等＞

環境省（連携協力の場を提供）

＜例：民間企業や自治体が水に係る活動を提案＞

民間企業等が主体的・自発的に活動

＜啓発ロゴ等の提供＞

＜例：イベントで水に係る取組をＰＲ＞

官民連携「ウォータープロジェクト」


