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資料２ 

 

具体的取組（案） 

 

１ 取組を考える視点 

(1) 海洋など自然環境への影響を第一として考える。 

(2) 環境問題のトレードオフ※１について，総合的な視点で考える。 

(3) ニーズを満たす方法として考える。 

(4) 新たなビジネスチャンスとして考える。 

(5) 各主体の役割分担を考える。 

 

 

２ 基本方針ごとの取組 

【基本方針１】海上でのプラスチックごみの徹底した回収 

 

(1) 漁具等のプラスチックごみの適正回収 

沿岸漁業において使用された漁具等のプラスチックごみは，処理の手間から

単に保管されている状態のものが相当程度あると考えられるため，集団回収等

を検討し，適正処理を推進する。 

一方，沖合・遠洋漁業においては，航海期間が長いため，船上での適切な管

理やごみの減容・減量化等を検討し，陸上での適正処理を推進する。 

 

(1-1)使用済み漁具の適正回収 

    使用済みの漁具については，農業用プラスチックごみの回収で行われてい

る集団回収の方法等を参考に，漁業者が処分しやすい方法を検討し，適正な

回収・処理を推進する。（漁業者，宮城県漁業協同組合，市（水産課）） 

 

(1-2)漁業系廃棄物の適正処理の推進 

    漁業系廃棄物については，水産庁から「漁業系廃棄物処理ガイドライン」

が示されており，周知徹底を図り，陸上での回収，処分を促進する。 

また，漁船漁業においては，船上でのごみの減容・減量化に関する技術開

発を促進し，設備やシステム等の導入を進める。（漁業者，宮城県漁業協同

組合，気仙沼遠洋漁業協同組合，宮城県北部鰹鮪漁業組合，市（水産課）） 

 

------------------------------------------------------------------------ 

※1 何かを得るために別の何かを犠牲にしなければならない関係のこと。 
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(1-3)海中ごみの適正処理 

    漁業者が操業中に回収したごみや意図せずに船上に引き上げたごみ（入網

ごみ）については，環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用した

漁業者の陸上への持ち帰りを一層促進するための方策を検討し，海中ごみの

回収・処理を推進する。（漁業者，宮城県漁業協同組合，市（水産課，循環

型社会推進課）） 

 

 

(2) 適正な漁具の使用と適正管理 

漁具としての使用が想定されていないプラスチック製品の使用者に対し，適

正な漁具への転換を促すとともに，流出を最小限に抑えるよう適正な管理を推

進する。 

 

(1-4)プラスチック製品の用途外使用の抑制 

    漁具としての使用が想定されていないプラスチック製品は，耐久性に乏し

く，劣化や破断等により流出するおそれがあるため，適正な漁具の使用につ

いて啓発する。（漁業者，宮城県漁業協同組合，市（水産課）） 

 

------------------------------------------------------------------------ 

※2 漁業系廃棄物はその種類に応じた処理基準に従い適正に処理しなければならず，そ

の種類は，次のように分類されている。 

 

   

一

般

廃

棄

物 

 分類 具体的名称 

    
木くず 

紙くず 

繊維くず 

魚介類残渣 

燃えがら 

その他 

木船，艤装材，竹竿，木製魚箱 

包装材，段ボール 

天然繊維ロープ類，ウエス類 

貝類，付着物残渣，へい死魚 

一般廃棄物の焼却残渣 

日用雑貨品 

    

漁

業

系

廃

棄

物 

   

      

  

産

業

廃

棄

物 

 分類 具体的名称 

   
廃プラスチック

類 

 

廃油 

金属くず 

ガラスくず及び

陶磁器くず 

建設廃材 

燃えがら 

ＦＲＰ廃船，漁網，発泡スチロール魚箱，包装資材，

フロート，浮子類，廃シート類，のり篔，のりひび，

化繊ロープ類，ブイ 

廃潤滑油，重油，軽油，灯油，養殖いけす用金網，廃

缶類，廃ワイヤー類 

廃ガラスフロート，たこ壺 

 

コンクリートシンカー 

産業廃棄物の焼却残渣 

   
    

    

    

出典：「漁業系廃棄物処理ガイドライン」水産庁 
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(1-5)漁具等の適正管理 

    操業中の漁具等の逸失やフロートの流出などを最小限にするため，漁具の

適正な管理や操業前後の点検等について啓発する。（漁業者，宮城県漁業協

同組合，気仙沼遠洋漁業協同組合，宮城県北部鰹鮪漁業組合，市（水産課）） 

 

 

(3) 海上ごみ・漂着ごみの徹底回収 

  海上に流出したごみの湾内での回収を推進するとともに，海岸や漁港等に漂

着したごみの放置による海への再流出を防ぐため，漂着ごみについても徹底し

た回収を推進する。 

 

(1-6)海面清掃の推進 

    湾内の浮遊ごみ等については，気仙沼市が気仙沼清港会に回収を委託して

いる。ごみの量は減っているが，台風や大雨で水位が上昇すると陸上からの

ごみが海に流出することから，引き続き，湾内での回収を推進する。（気仙

沼清港会，市（循環型社会推進課），気仙沼地方振興事務所，気仙沼土木事

務所） 

 

 (1-7)漁港等に漂着したごみの清掃 

   漁港に漂着したごみについては，漁業者が回収・清掃を行い，気仙沼市が

収集・処理を委託しており，海洋ごみの削減に大きく寄与していることから，

環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用し，漁港の清掃を一層推

進する。（漁業者，宮城県漁業協同組合，市（水産課，循環型社会推進課），

気仙沼地方振興事務所） 

 

(1-8)海水浴場の清掃（ビーチクリーンキャンペーン） 

    海水浴場に漂着したごみについては，ボランティアや観光協会等によって

清掃活動が行われており，海洋ごみの削減に大きく寄与していることから，

環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用し，海水浴場の清掃を一

層推進する。 

また，漂着ごみの調査やビーチコーミング※３等によりごみの現状を理解し

ながら，市民全体での清掃活動に発展させていく方法を検討する。（市民，

ボランティア団体，気仙沼観光コンベンション協会，市（観光課，環境課）） 

------------------------------------------------------------------------ 

※3 砂浜に打ち上げられた漂着物や貝殻，シーグラスなどを拾い集め，観察したり加工

したりする楽しみ方 



4 

 

(1-9)十八鳴
く ぐ な り

浜・九九
く く

鳴
な

き浜清掃 

    国指定天然記念物「十八鳴浜・九九鳴き浜」は，毎年，大量のごみが漂着

しており，ボランティア団体等が中心となって清掃活動を実施している。こ

うした海岸漂着ごみの回収は，海洋ごみの削減に大きく寄与していることか

ら，環境省の「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用し，継続して取組を

実施する。（ボランティア団体，市（生涯学習課）） 

 

(1-10)「海の日」の清掃活動 

    海洋プラスチック対策を風化させないため，毎年，「海の日」前後に海岸の

清掃活動を実施する。毎年，清掃場所を変え，周辺の自治会やボランティア

等広く呼びかけて実施する。（市民，各団体，市（環境課）） 

 

 

【基本方針２】陸上でのプラスチックごみの削減と流出抑制 

 

(1) 使い捨てプラスチックの使用抑制 

使い捨てプラスチックの代表とされるレジ袋については，国において有料化

を義務づける動きがあるが，使い捨てプラスチックの一層の削減に向け製造業

者や小売店と協力した取組を推進する。 

 

(2-1)マイバック運動 

   レジ袋の削減を進めるため，行政や商工団体等が主体となって，「マイバッ

グ運動」を実施し，プラスチックごみを削減するとともに過剰包装の抑制な

ども併せて促し，消費者の意識改革を図る。（市民，事業者，気仙沼商工会

議所，本吉唐桑商工会，市（商工課，環境課）） 

 

 (2-2)オリジナルエコバック作成 

   マイバック運動を推進するため，オリジナルのエコバックを作成し，利用・

普及を促し，消費者の意識改革を図る。（気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工

会，市（商工課，環境課）） 

 

 (2-3)レジ袋有料化の促進 

   レジ袋の有料化といった使い捨てプラスチックの使用削減に向けた新たな

制度が円滑に実施されるよう情報提供や相談等に応じる。（事業者，気仙沼

商工会議所，本吉唐桑商工会，市（商工課，環境課）） 
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 (2-4)プラスチックごみ対策協力カードの配布 

   レジ袋の使用削減及び過剰包装の抑制に向け，小売店等に「プラスチック

ごみ対策協力カード※４」を配布し，消費者や小売店等が互いに意志を伝えや

すい環境づくりを行うことで，プラスチックごみの削減と消費者の意識改革

を図る。（市民，事業者，気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工会，市（環境課，

商工課）） 

 

(2-5)食品容器包装の簡易化促進 

食品容器包装に使われるプラスチックフィルムは，食品の品質保持期間を

高めるなど食品ロスの観点から有用であることから，総合的な環境負荷を評

価しつつ，減量化や簡易包装化を促進する。（事業者，気仙沼商工会議所，

本吉唐桑商工会，市（環境課，商工課）） 

 

(2-6)市の会議等でのペットボトル飲料の提供自粛 

   市が主催する会議等においては，原則としてカートカン※５や缶などペット

ボトル以外での飲料提供とし，会議等の参加者にも取組の趣旨を伝え，広く

取組の普及を図る。（気仙沼市） 

 

 

 (2) 家庭系リサイクルごみの分別徹底 

  本市の容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製容器包装の分別収集

については，ペットボトルや発泡スチロール，白色トレイについて実施してい

るが，対象品目の拡大検討と分別徹底を推進する。 

 

(2-7)リサイクルごみの分別徹底 

    ごみの分別については，市民の理解と協力が得られ徹底が図られてきてい

る。分別可能なリサイクルごみの燃えるごみへの混入を防ぎ，再資源化の徹

底を図るとともに，市民の環境意識の高揚を図る。 

また，リサイクル対象プラスチック容器包装の対象品目の拡大について，

収集方法や業者への引渡し方法等の検討を進める。（市民，市（循環型社会

推進課）） 

------------------------------------------------------------------------ 

※4 「レジ袋不要です」「簡易包装でお願いします」などが書かれたカードをレジ付近に

設置し，レジの際にそれを提示することで意志を伝える。 

※5 缶飲料と同じ形をした紙製の飲料容器 
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 (2-8)店頭回収の推進 

    一部の小売店では，店頭でペットボトルや食品トレイなどの回収を実施し

ている。消費者からは自宅での保管場所等の問題からこうしたサービスの提

供が望まれており，小売店と協力して店頭回収を推進する。（市民，事業者，

市（循環型社会推進課）） 

 

(2-9)協力事業者の登録（プラごみゼロ・トライパートナー） 

    プラスチックごみの店頭回収やレジ袋の削減などの取組を積極的に行って

いる事業所を協力事業者として登録し，こうした事業者を市のホームページ

等で紹介するなど，事業者のイメージアップといったメリットを創出すると

ともに活動の促進を図る。（事業者，市（循環型社会推進課，環境課）） 

 

 

(3) 陸上での徹底した回収 

海上に流出したごみの回収は容易ではないことから，陸上での回収を徹底す

るとともに，ポイ捨てや不法投棄の撲滅を推進する。 

 

(2-10)全市一斉清掃の推進 

    本市では，毎年，6 月第 1 日曜日を「全市一斉清掃の日」として，自治会

ごとに道路や広場，公園，海岸，河川などの清掃活動を行っており，市民の

間にも定着し協力が得られていることから，今後も継続して散乱ごみや不法

投棄の防止，環境美化を推進する。（市民，気仙沼市衛生組合連合会，市（環

境課，循環型社会推進課）） 

 

(2-11)ポイ捨て・不法投棄撲滅に向けたパトロール強化 

    気仙沼保健所には産業廃棄物の不法投棄を取り締まる産廃Ｇメンが組織さ

れており，パトロールと併せてプラスチックごみも監視していく。 

また，気仙沼市でも不法投棄の監視を行っており，パトロールを一層強化

するとともに監視カメラの設置等によりポイ捨て・不法投棄を撲滅する。（気

仙沼保健所，市（循環型社会推進課）） 

 

(2-12)農業用プラスチックごみの回収推進 

    南三陸農協管内農業用廃プラスチック適正処理推進協議会では，農業分野

でのプラスチックごみの徹底回収を目指し，年 2 回，農家等からプラスチッ

クごみの集積を行い，まとめて処理している。処理量は年々増加しており，
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今後も継続して取組みを実施する。（農業者，南三陸農協管内農業用廃プラ

スチック適正処理推進協議会，市（農林課）） 

 

 

【基本方針３】意識の啓発と変革 

 

(1) 消費者のライフスタイルの変革 

  レジ袋の有償化やプラスチック製容器包装の分別収集等によってプラスチ

ックの「価値」を再認識することなどを通じてライフスタイルの変革を促す。 

 

(3-1)普及啓発・広報 

   市広報等により，海洋プラスチック対策やごみの３Ｒなどの情報を発信し，

啓発する。（市（環境課，循環型社会推進課，地域づくり推進課）） 

 

(3-2)団体等による普及活動 

   気仙沼市各種女性団体連絡協議会には，合せて 3,000 人の会員がいること

から，それぞれの団体によるマイバック・マイボトル運動を実施し，全市的

な運動に広めていく。 

また，「女性たちの芸術祭」などの女性団体主催のイベントでは，リユー

ス食器（椀，箸）の利用に取り組み，市主催のイベントへ取組を広げていく。

（気仙沼市各種女性団体連絡協議会，市（地域づくり推進課）） 

 

(3-3)マイバック運動（2-1 再掲） 

   レジ袋の削減を進めるため，行政や商工団体等が主体となって，「マイバッ

グ運動」を実施し，プラスチックごみを削減するとともに過剰包装の抑制な

ども併せて促し，消費者の意識改革を図る。（市民，事業者，気仙沼商工会

議所，本吉唐桑商工会，市（商工課，環境課）） 

 

 (3-4)オリジナルエコバック作成（2-2 再掲） 

   マイバック運動を推進するため，オリジナルのエコバックを作成し，利用・

普及を促し，消費者の意識改革を図る。（気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工

会，市（商工課，環境課）） 

 

(3-5)プラスチックごみ対策協力カードの配布（2-3 再掲） 

   レジ袋の使用削減及び過剰包装の抑制に向け，小売店等に「プラスチック

ごみ対策協力カード」を配布し，消費者や小売店等が互いに意志を伝えやす
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い環境づくりを行うことで，必要のないプラスチックごみの削減と消費者の

意識改革を図る。（市民，事業者，気仙沼商工会議所，本吉唐桑商工会，環

境課，商工課） 

 

(3-6)リサイクルごみの分別徹底（2-7 再掲） 

    ごみの分別については，市民の理解と協力が得られ徹底が図られてきてい

る。分別可能なリサイクルごみの燃えるごみへの混入を防ぎ，再資源化の徹

底を図るとともに，市民の環境意識の高揚を図る。 

また，リサイクル対象プラスチック容器包装の対象品目の拡大について，

収集方法や業者への引渡し方法等の検討を進める。（市民，市（市民，市（循

環型社会推進課）） 

 

(3-7)店頭回収の推進（2-8 再掲） 

    一部の小売店では，店頭でペットボトルや食品トレイなどの回収を実施し

ている。消費者からは自宅での保管場所等の問題からこうしたサービスの提

供が望まれており，小売店と協力して店頭回収を推進する。（市民，事業者，

市（循環型社会推進課）） 

 

 (3-8)協力事業者の登録（2-9 再掲） 

    プラスチックごみの店頭回収やレジ袋の削減などの取組を積極的に行って

いる事業所を協力事業者として登録し，こうした事業者を市のホームページ

等で紹介するなど，事業者のイメージアップといったメリットを創出すると

ともに活動の促進を図る。（事業者，市（循環型社会推進課）） 

 

 

(2) 海洋教育・環境教育を含むＥＳＤの推進 

  ポイ捨て撲滅等のマナー意識を高揚するとともに，海洋環境や地域環境の保

全意識の高揚を図るには，大人はもとより子供への教育が不可欠であることか

ら，海洋教育・環境教育を含むＥＳＤを推進する。 

また，不正確な情報により風評被害につながることがないよう，正しい知識

や知見の上での情報発信を推進する。 

 

(3-9)各種イベントでの対応 

    市や団体等が主催するイベントでのごみの分別徹底を図るとともに，飲食

物の提供の際にリユース容器の使用などを検討し，ごみの減量と資源利用の

あり方を啓発する。（気仙沼市） 
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 (3-10)海洋プラスチック問題に関するパネル作成 

   海洋プラスチックによる海洋汚染に関する啓発パネルを作成し，イベント

等に貸し出し，市民の環境意識の高揚を図る。（市（環境課）） 

 

(3-11)ごみ回収ガイドラインの作成 

 ボランティア団体等によるごみの回収を推進するため，ごみの回収や分別

等に関するガイドラインを作成する。（市（循環型社会推進課）） 

 

(3-12)海の環境を考え，課題解決のための資質・能力を培うＥＳＤ・海洋教育 

   児童生徒の学習や教職員研修会に海洋プラスチックごみの専門的な知識を

持った講師を招き，現実的な問題であることの認識を深め，家庭や地域での

取組みを考え実践する。 

また，各学校で行われている学習の中でＳＤＧｓに関連を図ったＥＳＤ・

海洋教育を実践する。（市（学校教育課）） 

 

(3-13)代替素材の開発や転換，調査研究に関する情報発信 

    国や研究機関，産業界が実施する代替素材の開発や転換，革新的な技術・

システムなどの情報を逸早くキャッチし発信する。また，海洋プラスチック

汚染などの調査研究に関する最新の知見を素早く，正しく発信する。（市（環

境課，循環型社会推進課，水産課）） 

 

(3-14)関係者との連携協働 

    海洋プラスチック問題の解決に向けて，環境省の「プラスチック・スマー

ト」キャンペーンに参画し，国や地方公共団体，ＮＧＯ，事業者，研究機関

等と連携協働して取組を推進する。（各団体，市（環境課）） 

 

 

３ 取組を管理する指標 

 (1) レジ袋辞退率 

(2) ボランティアによるごみの回収量 

 (3) 漁業者，農業者によるごみ回収量 

 (4) 海面ごみの回収量 

(5) 小売店の店頭回収量 

 (6) 全市一斉清掃などの清掃活動への参加者・ごみの回収量 

 (7) 海洋教育に取組む学校 
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 (8) プラスチックスマート参画団体数 

 

 

管理指標の状況（2018 年度） 

項目 2018 年度 備考 

レジ袋辞退率 － 県循環型社会推進課 

ボランティアによるごみの回

収量 

可燃ごみ 4,170kg 

不燃ごみ  410kg 

粗大不燃ごみ 60kg 

市循環型社会推進課 

漁業者が回収した廃プラスチ

ックの量 

20.1ｍ３ 市水産課 

農業系プラスチックごみの回

収量 

31,660kg 南三陸農協管内農業用廃プラ

スチック適正処理推進協議会 

海面ごみの回収量 可燃ごみ 9,140kg 

不燃ごみ  230kg 

粗大可燃ごみ 10kg 

粗大不燃ごみ 130kg 

流木 6,390kg 

気仙沼清港会 

小売店の店頭でのプラスチッ

クごみの回収量 

10 トン 市循環型社会推進課 

協力店登録数 0 事業者 市循環型社会推進課 

全市一斉清掃参加者 9,865 人 市環境課 

全市一斉清掃ごみ収集量 可燃ごみ 24,600kg 

不燃ごみ  2,010kg 

市環境課 

海洋プラスチック問題に取組

む学校数 

3 校 市学校教育課 

プラスチックスマート参画団

体数（2019 年度～） 

0 団体 市環境課 

 


