
．はじめに

近年、ごみの大量漂着が日本各地の海岸で大きな問題となっている。この漂着ごみ ）

は、各地の海岸に漂着し、景観を悪化させるだけではなく、 太平洋ごみベルト（

） と呼ばれる、漂流するごみが高密度に集積している地域があるこ

とが （アメリカ海洋大気圏局）などの調査によって明らかになり、生態系への影響

も懸念されるなど、近年新たな地球環境問題として認識されつつある。

このような中、国内においても 年にはいわゆる 海岸漂着物処理推進法 が制定され

るなど、徐々に対策が講じられつつある。また、 （ ）や藤枝ほか（ ）、環境

省（ ）などの調査から、従来、海外由来のものが多くを占めると考えられていた海岸に

おける漂着ごみの多くは、わが国の内陸部で発生し、河川を通じて運ばれた生活廃棄物が多

くを占めていることが明らかになっている。これらの多くはプラスチック系のごみであり、

海洋へと流出する過程で微細化し、回収がより困難になるため、可能な限り発生源に近いと

ころで回収することが望まれる ）。しかし、河川の漂着ごみの実態はほとんど明らかになっ
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ておらず、抜本的な対策の立案の大きな妨げとなっている。

河川における漂着ごみの実態解明が進まない理由としては、ごみの移動性がきわめて高い

上に、水位などによって漂着するごみの種類や量、あるいは漂着場所が大きく異なる、と

いったことがあげられる。藤枝（ ）で明らかにされたように、河川の漂着ごみは海岸と

比べ低密度で広域に分布しており、かつ増水時などには容易に流下してしまうことから空間

的・時系列的な特性を明らかにする必要があるが、これらを行政機関や研究者だけで調査す

ることは技術的にも経済的にも困難である。そのため、漂着ごみの実態については研究レベ

ルにおいてすらその認知が十分ではなく、内陸部での発生抑制は依然として大きな課題であ

る。

本研究では、こうした課題を解決するために河川の漂着ごみの定量的な評価指標を開発す

るとともに、 ベースの オンラインごみマップ システムを用いて広範囲にわたる河

川のごみの漂着状況を把握する手法を確立することを目的とし、その発生抑制に向けた社会

的な仕組みづくりの課題を検証することをめざした。

．河川を中心としたごみマップの現状

海洋へのごみの流出防止には、河川の流域全体にわたって漂着状況を常時モニタリング

し、効果的な回収・処理を行わなければならない。これまでに国内で実施されてきたモニタ

リング手法のうち、最も歴史の長いものとして、（一社） が主催する

（ ） がある。これは、アメリカの である

の提唱により始まったもので、市民による清掃活動と合わせて、漂着ごみの品目

と個数を調べる国際的な調査清掃活動であり、 年から実施されてきた。また東京都の

荒川流域では、これを簡略化する形で、河川流域におけるごみの漂着状況の調査が続けられ

ている ）。

こうした市民レベルでの取り組みの一方で、 年ごろから、国土交通省の管理する全国

の一級河川（ 水系）で一斉に ごみマップ が製作されるようになった。ただ、この

マップは、ほぼすべてが家電製品や自動車部品などのいわゆる不法投棄された廃棄物のみを

その対象とし、漂着ごみを調査対象としたものではなく、ごみの総量などの定量的な評価を

行ったものもごく一部である（表 ））。また、これらのごみマップはほぼすべてが紙ベース

のものであり、インターネット上で公開されている場合であっても、紙ベースの地図を 化し

ただけであり、ブラウザ・ベースの地図配信サービスを活用したものは皆無であった ） ）。
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）国内各地の漂着ごみのモニタリング手法については、藤枝ほか（ ）に詳しいので、そちらを参照せ
よ。
）漂着ごみをマップで紹介しているのは秋田県の雄物川水系、子吉川水系および山形県の最上川水系、赤
川水系の つである。このうち、定量的な評価を試みたものは山形県の最上川水系、赤川水系の 水系に
おいて製作された 最上川ごみマップ のみである。
）ここでいう ブラウザ・ベースの地図配信サービス とは、地図の閲覧に際して専用のソフトウェア等
を必要とせず、縮尺変更やスクロールの度に画面遷移が行われないものを指すこととする。
）全国の国土交通省直轄管理の 水系におけるごみマップの作成状況は付録にまとめている。
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さらに、これらのごみマップの調査内容は基本的に粗大ごみの不法投棄があった地点を写

真とともに地図上に示す形式のものがほとんどで、それ以外の掲載内容は表 の通りで

ある。このうち、地点別にごみの量に関する定量評価を行っていたものは不法投棄で つ、

漂着ごみについては つであった。このように、統一した評価手法がなく、行政機関の担当

者が河川ごとに独自の方法で調べていたため、川のごみの状況の全国比較は不可能であるの

が現状である。

このような中、山形県の最上川水系および赤川水系をカバーする 最上川ゴミマップ

（国土交通省東北地方整備局ほか、 ・ ）は、不法投棄と漂着ごみの双方の詳細な定

量的評価を唯一試みた事例として、特筆される。この 最上川ゴミマップ は、 年版で

は河川敷における不法投棄だけが記されていたが、 年版では、水辺周辺に散乱・漂着す

るごみの状況を客観的に把握するため、統一した手法で水辺のごみを写真に記録し、ごみの

賦存量を評価してごみマップを作製するといった手法を提唱し、その後、全国の海岸の漂着

ごみの実態把握などに活用されることとなった。

また、 最上川ゴミマップ のもうひとつの特徴は、他のマップと異なり、そのデータ収

集に、 や地域団体等、市民との協働を積極的に進めてきた点にある。データ収集にあ

たっては、まず、数度にわたる実験を経て、目視によって簡便にごみの かさ容量 （体

積）を評価する手法を国土交通省東北地方整備局や などが開発し、マニュアル化し

た。そして、これを流域の自治体や各団体に配布することで、共通の指標によるデータ収集

とマップの作成を実現している。

このように、海や川のごみマップは紙ベースの地図の作成がほとんどであるが ）、紙ベー

表 国土交通省による河川のごみマップの製作状況

不法投棄のマップ 漂着ごみのマップ

定量的な評価あり

定量的な評価なし

での公表無し

調査項目 不法投棄 漂着ごみ

地点別の定量的な評価あり

回収量を表示

回収件数を表示

品目別の回収量を表示

品目別の回収件数を表示

地点別の回収量を表示

地点別の回収件数を表示

複数年度の投棄場所の比較可能

。ただし複数該当もあるため、合計は一致しない。

表 国土交通省による河川のごみマップの掲載内容



スのマップは、その制作費が高額である上に、常時更新は物理的に不可能である。そのた

め、最新版の作成から 年以上経過したものが マップと、全体のおよそ半数を占めている

のが現状である。

こうした課題を解決する一つの方法として、電子地図とインターネットを利用したオンラ

インごみマップの活用が考えられる。その先駆的な事例としては、 法人富士山クラブ

（以下、富士山クラブ）が運用する 富士山環境ごみマップ がある。この 富士山環境ご

みマップ は、 機能を持ったカメラ付き携帯電話を利用したもので、富士山麓で不法

投棄を調査者が発見した場合、位置情報を記録した写真データとともにコメントをメールで

送信するというものである。

このシステムは、 ドコモシステムズと富士山クラブが共同で開発したもので、送信

されたデータは富士山クラブが整理・入力し、ホームページの地図上でごみの位置や種類と

ともに公開するとともに、そのデータを活用して不法投棄の監視および回収体制を確立して

いる。

ただ、このオンラインごみマップは、ごみの情報を常時収集するという点で画期的なもの

であったものの、システム面でも富士山およびその周辺だけに特化したものであり、他地区

での利用は不可能である。また、このごみマップでは粗大ごみの不法投棄の回収および監視

活動の公表を通じた防止を目的としており、個別の品目等についてのデータは収集している

が、散乱ごみやそれらが川や湖沼に流出した場合の評価は行っていない。

漂着ごみの大きな原因とされる散乱ごみや、粗大ごみの不法投棄の防止には、回収・処理

に加えてモニタリングの充実が不可欠であるが、敷田（ ）によれば、こうした課題の解

決には市民参加型の評価ツールが有効であるとされる。すなわち、こうした わかりやすい

指標の開発と使いやすい共有のツール による オープンソース型 の問題解決手法を採用

することで、社会的な仕組みの構築にもつながるとされている。さらに、散乱ごみやその結

果として発生する漂着ごみのような移動性の高いものに関しては、常時モニタリングできる

仕組みを組み合わせることで、効率的な回収の実施や回収目標の設定、発生抑制対策を講じ

ることが出来るなど、より大きな成果が期待できる。

本研究では、こうした先行事例へのヒアリング調査などを通じて、漂着ごみと不法投棄の

双方に対応した、純リアルタイムな オンラインごみマップ を開発し、河川における漂着

ごみの実態を明らかにすることをめざした。

．河川の漂着ごみの評価手法

本システムで採用した漂着ごみの評価手法は、次の通りである。

まず、ごみの量は、河岸延長 あたりに存在するごみの かさ容量 （体積）を目視に

よって評価し、それを清掃活動で広く用いられている 入りの袋の個数に換算して評価す
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）ごみ情報を図時更新して公開しているのは、矢部川と筑後川のみである。ただし、粗大ごみの不法投棄
のみが対象である。
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ることとし、これを 密度 とした（表 ）。この手法は、山形県・最上川流域で開発

された後、 水辺の散乱ごみ指標評価手法（海岸版）（国土交通省東北地方整備局・

、 ）としてまとめられたものである。その後、環境省による全国の海岸の調査な

ど、全国で多数の活用実績もあることから、本研究で開発するシステムにおいてもこれを援

用することとし、これまでに実施されてきた調査とも比較可能なものとした。

）開発当初は、 袋以下のごみの密度は最小で （ 約 袋）までであったが、その後のヒアリン
グ調査を通じて、藤枝（ ）で新たに追加された （ 約 袋）をシステムにも追加してい
る。しかし、本研究では通時的に分析するため、これらをまとめて として評価している。

表 ごみの 密度

密度
ごみ袋の数量
（袋）

回収した際のごみのかさ容量の表現として
かさ容量
（ ）

（自然物を除いて）全くごみがない

） 以下 のペットボトルが 本分程度

のペットボトルが 本分程度

のペットボトルが 本分程度

のペットボトルが 本分程度、 の飲料缶が
本分程度

のペットボトルが 本分程度、 の飲料が
本分程度、ポリタンクが 本分程度

のペットボトルが 本分程度、ポリタンクが 本分程
度

のペットボトルが 本分程度、みかん箱が 個分程度

ドラム缶が 本分未満

ドラム缶が 本分未満

ドラム缶が 本分未満程度

メートル程度

軽トラで 台分程度

密度
ごみ袋の数量
（袋）

回収した際のごみのかさ容量の表現として
かさ容量
（ ）

表 ごみの分類

ごみの種類 内容

散乱ごみ ペットボトルや食品容器など、比較的軽量のもの

投棄粗大ごみ 家電製品やタイヤなどで、その場に投棄されたと考えられるもの

漂着粗大ごみ 上記のうち、漂流・漂着したと考えられるもの

ごみの種類 内容



また、ごみの分類に関しては、表 の通りとした。（表 ）

これらの分類に加え、薬品や医療廃棄物などの 危険物 の有無、および投棄されたと考

えられる時期を ヶ月以内 年以内 それ以上 の 区分で分類している。

河川敷や海岸などでみられるごみには、個人や住民グループの日常の清掃活動で回収でき

る軽量のものの以外にも、粗大ごみの不法投棄やそれらが漂着したものなど運搬用の車両の

準備が必要なものや、医療廃棄物などのようにその取扱いに特別な注意が必要なものも少な

くない。ごみマップで収集したごみのデータを有効に活用するためには、それらを明示的に

示す必要性が、実際の河川清掃活動に従事する 関係者や行政担当者などへのヒアリン

グを通じて明らかになったため、新たにこの指標がもうけられた ）。

．オンラインごみマップの概要

前節で紹介した指標により評価したごみの漂着状況を、インターネットの地図上にマッピ

ングして閲覧可能としたものがオンラインごみマップである。

収集したごみのデータを反映させるマップ・システムとしては、当初は自治体などでも採

用されている システムの仕様も検討したが、今後、幅広い市民参加型の調査を行う際

の費用面での課題や、閲覧の際の利便性などを検討した結果、無料で公開されている

を地図システムのエンジンとして利用することとした。このメリットは、通

信環境さえ整っていれば全国のどの河川でも利用可能であること、また専用の閲覧・編集ソ

フトが不要であることが挙げられる。

検討したデータの収集方法としては、次の通りである。まず、評価者が 機能付き携

帯電話を用いて現場の状況を撮影し、それを専用のアドレスに送信するものである。この場

合、評価者に対してはデータ登録用の専用のサイトの を記載したメールを返信し、

レベル や 密度 のほか、ごみの種類や個数、現場の状況などのコメントを記入する。

この方法は、即座にデータが地図上に反映される一方、端末の操作にある程度慣れていなけ

ればならないという欠点がある。また、大量の地点のデータの送信には不向きであるという

欠点がある。

そこで、もう一つの方法として、 機能付きデジタルカメラ（もしくはデジタルカメ

ラと ロガーの併用）を用いて現場写真を撮影すると同時に、紙ベースの評価シートを

用いてごみのレベルや密度、種類や個数を記入するという方法も併用することとした。

本システムは、幅広い市民参加による漂着ごみのモニタリングをめざしたものであり、そ

の運用にあたってもっとも大きな課題となったのは、このデータの入力方法であった。デー

タの入力方法の検討に際しては、京都府亀岡市内にて実証実験を実施し、 法人プロ

ジェクト保津川、保津川遊船企業組合、地元各自治会に調査を委託して検証し、前述の調査

手法について改良を重ねた。
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）これらの指標の開発にあたっては、 河川ゴミの状況把握・発生抑制に関するワーキング で検討され
た結果をもとに、本システムに実装し、先行的に評価した。詳細については国土交通省水管理・国土保全
局河川環境課（ ）を参照せよ。
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なお、ごみの種類や個数の記録に関しては、 （ ）の

データカードに準拠したものとし、既存のものも含め、地域間でのデータの比較が可能なも

のとしている。

ごみマップ・システムの構成は図 に示すとおりである。

利用者はごみマップ・システムのアクセス可能領域の利用のみ行うことができる。また、

携帯端末からごみ情報を投稿した利用者に対して、システム上のごみ情報の場所を で

提供するため、サーバ内に サーバを構築し、メールを発信する仕組みとしている。

なお、サーバのハードウェアおよびソフトウェアの構成は表 の通りである。

．オンラインごみマップを用いた漂着ごみの実態分析

ここでは、本システムを用いて行った実証実験から明らかになった点について、いくつか

記す。

図 ごみマップ・システムのシステム構成イメージ図

表 ごみマップサーバーの仕様

（ ） （ ）

メモリ

最新（ ）

導入ソフトウェア

最新

最新（ ）

最新（ ）

最新

最新（ ）

最新

最新（ ）

（注） 年 月現在の仕様



実証実験は、京都府亀岡市内を流れる保津川（桂川））とその支流において、地元自治会

に調査を委託して実施した ）。実証実験を行なったのは、亀岡市内を流れる保津川とその支

流のうち、 鵜ノ川 、 西川 およびその支流（土井川、宮の谷川、赤川）、年谷川、曽我谷

川、愛宕谷川、北谷川、七谷川である。図 は、収集したデータをブラウザ上に示した

ものである。

以下では、実証実験から明らかになった結果を記す。

図 は、河川敷のごみが、生活ごみなどの 散乱ごみ ）、家電製品などが不法投棄

された 投棄粗大ごみ 、それらが漂流・漂着したとみられる 漂着粗大ごみ の比率を示

したものである。ごみの散乱・漂着や投棄が確認された全 カ所のうち、 ％（ カ

所）が 散乱ごみ であった。

図 は、推測される投棄時期ごとのごみの構成比を示している。なお、投棄時期につ

いては、目視により調査者が判断することとしている。ここからわかるように、ごみの多く

は比較的新しいものが多い。調査地域内の各河川では、調査が始まるまでは大規模な清掃活
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）保津川とは、国土交通省が定める一級河川桂川の、京都府亀岡市から京都市右京区における通称であ
る。ここでは、特に断らない限り広く用いられている保津川の呼称を用いるものとする。
）調査は、 年 月以降、亀岡市篠町自治会・保津町自治会・亀岡地区東部自治会連合会に順次委託し
て実施している。なお、各自治会での調査期間は か月間とし、毎月末にヒアリングを兼ねたデータの回
収を実施している。また、各自治会への委託期間終了後には、課題点を洗い出し、システムの機能改善を
実施してきた。
）この分類では、河川敷や海岸の 漂着ごみ という用語が、 その場に捨てられたごみ と比較的新し
いごみを想起しにくいということで、より一般的な 散乱ごみ という用語に統一した。

図 ごみマップの画面例



オンラインごみマップを用いた河川における漂着ごみのモニタリング（原田）

動はほとんど行われていなかったことから、大雨による増水などにより、頻繁にごみが流出

していることが伺える。

図 は、各河川ごとのごみの 密度 の分布を示したものである。ここからわかるよ

うに、ごみの かさ容量 が 以下（密度 以下）の地点が調査地点全体の ％

（ カ所）を占めていることがわかった。また、これを河川ごとにまとめたものが図

であるが、すべての河川で、 かさ容量 が小さい地点ほど多くの割合を占めていること

が分かる。

図 は、評価された 密度 に、それぞれの平均的な かさ容量 を乗じることで、

図 ごみの起因別分類 図 ごみの投棄時期

図 ごみの 密度 の分布



それぞれの評価地点のごみの かさ容量 が占める割合を示したものである。ここから明ら

かなように、 以下（密度 以下）の地点は かさ容量 でも全体の ％を占めてい

ることが分かる。

図 は、河川ごとのごみの分布を示したものである。調査地域内の支流でもっともご

みの多いのは年谷川である。この年谷川は、今回の調査対象となった河川の中ではもっとも

流路延長が長く、また上流部では大阪府とを結ぶ道路が山間部で並行しているなど、ポイ捨

てや不法投棄が非常に多くみられる河川である。また、西川およびその支流（土井川、宮ノ

谷川、赤川、牧田川）は、流路延長も短い中小河川であるが、ごみの確認された地点では全

体の ％、かさ容量でも ％を占めていることが分かった。この西川とその支流が流れ
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図 河川ごとのごみの 密度 の分布

図 かさ容量別の構成比



オンラインごみマップを用いた河川における漂着ごみのモニタリング（原田）

ている亀岡市篠町域内だけに限れば、調査地域内の ％のごみがこの水系に集中しているこ

とがわかった。この水系は、住宅地の中を流れていることに加え、また河川と並行・横断す

る道路も多い。さらに、 年代にコンクリートにより垂直護岸化されるなど、自然環境に

もっとも乏しい川であり、地域住民などによる清掃活動等も一切行われてこなかった河川で

ある。これらの要因も重なって、西川およびその支流にはきわめて多くのごみが集中してい

ることが明らかになった。

今回の調査結果から明らかになったことは、この地域における河川のごみの大半は、ペッ

トボトルや空き缶、食品容器などの生活廃棄物であり、 人でも回収可能なものが多くを占

めている一方で、従来のごみマップなどで中心的に取り扱われてきた家電製品や自動車部品

などのいわゆる不法投棄物が全体に占める割合はごく限られたものであるということであ

る。また、支流域のほとんどの地点では、ごみの大量漂着は見られず、比較的少量のごみが

広範囲に散乱・漂着していることがわかった。

また、検討を進める中で特に大きかった要望としては、調査にあたった地域住民のコメン

トを地図に付加できる機能であった。そこで、図 のような配布用のごみマップとして

画像化することで、地域住民や行政機関の担当者の間で情報共有が容易になるようにした。

つまり、単なるごみの情報だけではなく、周辺地域の状況など、いわばごみが発生する 背

景 を地図上で共有することで、より課題解決が容易になる、ということであった。こうし

た機能の改善は、随時実施している。

．おわりに

本研究では、これまで不法投棄の監視活動の成果の公表だけに用いられていたごみマップ

図 河川別のごみの賦存量（かさ容量 単位 ）



を、漂着ごみの調査や監視に用いることが出来るシステムとして開発につとめた。また、リ

アルタイム性を高めるために、インターネット上の電子地図を活用したオンラインごみマッ

プとし、既存の評価指標と組み合わせることで、市民参加型の継続的なごみの評価が可能な

システムとした。

河川におけるごみ対策は、従来の不法投棄対策だけではなく、日常的な散乱ごみの防止に

つとめることが、内陸部における海岸漂着ごみの発生抑制策として重要である。また、河川

におけるごみは、回収作業に必要な努力量自体は少ないものの、広範囲に散乱・漂着してい

ることから、日常的に監視活動を行なうとともに定期的な清掃活動を実施することが下流部

や海洋への流出の抑制には効果的であるが、それを管理者である行政だけが担うことは事実

上不可能である。そのため、地域住民みずからが主体となって取り組めるハード・ソフト両

面からの環境整備が急務である。

実証実験を実施した亀岡市内の各地区では、実証実験後、地元住民と 、行政が協力

した河川清掃活動が定期的に実施されるようになった。このことは、ごみマップのデータ収

集のプロセスが、人々が課題を共有し、解決策を探るための共通のツールとなり有効に機能

した結果といえよう。

たとえば、最初に実証実験を行った亀岡市篠町内では、ごみがもっとも多いとされた西川

で、自治会が中心となり河川愛護団体が設立され ）、年間 回の定期的な清掃活動が開始さ
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図 作成した配布用ごみマップ



オンラインごみマップを用いた河川における漂着ごみのモニタリング（原田）

れるようになった。また、河川管理者である京都府によって、河川の自然再生工事が始まっ

たが、その計画の中でも定期的な清掃活動の実施の体制づくりや、清掃活動の実施に不可欠

な河道へのアクセス性を改善するための整備が行われた。

今後の課題としては、技術的な観点からは、普及の著しいスマートフォンへの対応が急務

である ）。また、より多くの市民参加を実現するには、既存の評価指標との整合性を保ちな

がらも評価手法やマップが持つ機能をより簡易なものにし、評価者の利便性を高める必要が

ある。さらに、社会的な観点からは、ごみマップ・システムが地域住民の河川に対する意識

にどのように影響を与えているのか、といった点について定量的な分析を行うことで、本シ

ステムの有効性を検証することがあげられる。特に漂着ごみ問題の解決に向けた市民参画の

実現に至る地域住民の時系列的な意識の変化を定量的に明らかにしたものはない。課題解決

に向けた政策がより実効的なものとなるためには、こうした点について研究を進めたい。

なお、本研究で開発したごみマップ・システムは以下の で公表している。

参考文献

国土交通省東北地方整備局、 クリーンアップ全国事務局及び特定非営利活動法人パート

ナーシップオフィス（ ）、 水辺の散乱ゴミの指標評価手法（海岸版）。

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課（ ）、 河川ゴミ調査マニュアル 。

敷田麻実（ ）、 オープンソースによる地域沿岸域管理の試み 山形県庄内海岸のクロマツ林保

全を事例として 、 日本沿岸域学会誌 、 、 。

藤枝繁（ ）、 瀬戸内海に流入する 河川における散乱ごみの分布特徴 、 沿岸域学会誌 、

、 。

藤枝繁（ ）、 瀬戸内海における微小プラスチックごみ 、 沿岸域学会誌 、 、

。

藤枝繁、小島あずさ、金子博（ ）、 国内海岸漂着ごみのモニタリング手法の整理と今後の進め

方 、 沿岸域学会誌 、 。

藤枝 繁、星加 章、橋本英資、佐々倉諭、清水孝則、奥村誠崇（ ）、 瀬戸内海における海洋ご

みの収支 、 沿岸域学会誌 、 、 。

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所、国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所、

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所、山形県土木部河川砂防課、山形県各総合支庁河川

砂防課、特定非営利活動法人パートナーシップオフィス（ ）、 最上川ゴミマップ 。

国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所、国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所、

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所、山形県土木部河川砂防課、山形県各総合支庁河川

砂防課、特定非営利活動法人パートナーシップオフィス（ ）、 最上川ゴミマップ 。

） 西川左岸ふれあい会 として、河川管理者である京都府が設けたアドプトリバー制度である 南丹ふ
るさとの川愛護団体 に 年に登録された。
）現状では閲覧のみ可能。
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水系名 不法投棄 漂着ごみ デジタルマップ 最終更新 備考

北

海

道

地

方

天塩川 不明
渚滑川
湧別川
常呂川 不明
網走川 不明
留萌川 不明
石狩川
尻別川 不明
後志利別川
鵡川
沙流川
釧路川
十勝川

東

北

地

方

岩木川 不明
高瀬川
馬淵川
北上川 不明
鳴瀬川 不明
名取川 不明
阿武隈川
米代川
雄物川
子吉川
最上川
赤川

関

東

地

方

久慈川
那珂川
利根川
荒川
多摩川
鶴見川
相模川
富士川 不明

北

陸

地

方

荒川
阿賀野川
信濃川
関川
姫川
黒部川
常願寺川
神通川
庄川
小矢部川
手取川
梯川

中

部

地

方

狩野川 不明
安倍川
大井川
菊川
天竜川
豊川 不明
矢作川 不明
庄内川 不明
木曽川
鈴鹿川 不明
雲出川 不明
櫛田川 不明
宮川 不明

付録 全国の国土交通省直轄管理河川におけるごみマップの整備状況
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水系名 不法投棄 漂着ごみ デジタルマップ 最終更新 備考

近

畿

地

方

由良川
淀川 不明
大和川
円山川 不明
加古川 不明
揖保川 不明
紀の川 不明
新宮川 不明
九頭竜川
北川

中

国

地

方

千代川
天神川
日野川
斐伊川
江の川
高津川
吉井川
旭川
高梁川
芦田川
太田川
小瀬川
佐波川

四

国

地

方

吉野川
那賀川 不明
土器川 不明
重信川 不明
肱川 不明
物部川 不明
仁淀川 不明
渡川 不明

九

州

地

方

遠賀川
山国川
筑後川 随時
矢部川 随時
松浦川
六角川
嘉瀬川 不明
本明川
菊池川
白川
緑川
球磨川
大分川
大野川
番匠川
五ヶ瀬川
小丸川
大淀川
川内川
肝属川

凡例 定量評価あり、 ごみの地図上への掲載はあるが定量評価なし、 一切の記述なし備

考については下記の通り 不法投棄の定量的な評価あり、 漂着ごみの定量的な評価あり、

総回収量を表示、 総回収件数を表示、 品目別の回収量を表示、 品目別の回収件数を

表示、 地点別の回収量を表示、 地点別の回収件数を表示、 複数年度の投棄場所の比較

可能（出展 国土交通省ウェブサイトおよびヒアリング調査の結果もとに作成。参考

）
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