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はじめに
世界的に問題となっている海洋プラスチックごみに対して、ダイバーだからこそ

できることをやろうと立ち上げた本プロジェクト。本来であれば、2020年4月の

「マリンダイビングフェア」で大々的にスタートし、各地で積極的に活動してい

く予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、クリーンアップ

イベントの開催も難しくなるなど、思うように活動できないこともありました。

そんな中で、多くの皆さんにご協力いただき、活動を進められたことを本当にあ

りがたく思っています。ダイビング業界はもちろんのこと、業界外からも賛同の

声を多くいただき、大きな一歩を踏み出せたのではないかと思っています。つき

ましては2020年の活動報告をまとめさせていただきましたので、ご査収ください。

まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらではありますが、これか

らもダイビング中にごみを見かけたら、ひとつでも拾うことが当たり前になるこ

とを目指し、活動を続けていきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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後援

環境省より後援をいただきま
した。

環境省



賛同企業

1 Dive 1 Cleanup プロジェクトの理念に共感していただいた15社に、
賛同企業としてご協力いただきました。

15社

順不同



協力ショップ

日本全国（北海道～沖縄）、
また海外（グアム、タイ、イ
ンドネシアなど）からも、1 

Dive 1 Cleanup プロジェクト
の理念に共感していただいた
ダイビングショップ／サービ
ス257社に、協力ショップとし
てご登録いただきました。

登録：257社

↓協力ショップ一覧



協力ショップ

協力ショップに登録したダイビン
グショップ／サービスには店内等
掲示用にB3判ポスターを送付。
また、ウェブサイト設置用にバ
ナーも作成し、送付しました。

ポスターとバナーの配布

店内等掲示用ポスター →

ウェブサイト設置用バナー ↓



プロジェクト ロゴ

お魚イラストレーターとして活躍する友永たろ氏に、プロジェクト
のロゴを作成していただきました。

友永たろ（ともながたろ）Profile

お魚大好きイラストレーター。絵本や児童書など、子どもの本の挿画やイラストを
多数手がける。 ... 水族館やダイビング関係のポスターやイラストも制作。主な著書
に『サンゴといっしょすいぞくかん』『サメだいすきすいぞくかん』(以上アリス館)、
など多数。



応援コメント

当プロジェクトの理念に賛同していただいた2名の写真家に、応援の
コメントをいただきました。

高砂淳二（自然写真家）

「1 Dive 1 Cleanup」、とてもいい発想だと思います。海はすぐそこにあって
も、普通の人はその中に身を置くことはできず、たとえ気持ちがあってもそこに
沈んでしまったごみを拾うことはできません。ダイバーは、狭い範囲で短い時間
ではあっても、海の中を見ることができ、海の中にあるごみはとても醜く、あっ
てはならない異物であることを知っています。そしてそれを拾って帰ることがで
きる、数少ない人種です。1Diveでひとり一個でも拾うことが、海底を少しずつ
綺麗にし、ほかのダイバーの気持ちをも変えてゆきます。1 Dive 1 Cleanup が、
広まることを期待します！

鍵井靖章（水中写真家）

ダイビングの楽しみは、憧れの生き物に出会うことやリフレッシュすることだっ
たりだと思います。１ダイブ中にひとつのごみを拾う。やってみると中性浮力を
うまく保って潜れた時や好きな生き物に出会えた時の喜びに似た充実感を得るこ
とができます。私も含め、個々の意識を変え、少し海に恩返しを始めませんか？



活動報告

2020年4月からスタートし、新
型コロナウイルス感染症拡大
による緊急事態宣言などの影
響で活動の制限を受ける中、
日本全国、また海外からも計
262件／1,040名の活動報告が
寄せられました。

262件／1,040名

↓活動報告一覧



活動報告

活動報告へのお礼

活動報告を投稿していただいた方には、デ
ジタル版感謝状と、オリジナルの壁紙画像
（毎月変更）を送付。
感謝状は、参加者のSNSでシェアされるなど、
プロジェクトの拡散にもつながりました。



活動報告

活動報告で寄せられた主なごみの種類

発泡トレイ お菓子の袋 帽子

ビニールのテープ・ひも 紙パック マクス・スノーケル

ビニール袋 ガラス片 ライター

包装紙 靴・サンダル ルアー・エギ

ビン ゴム手袋 レトルトカレーの袋

ブラシ ゴルフボール ロープ

プラスチックカップ サングラス 煙草の吸い殻

プラスチックスプーン シャワーヘッド 缶（スチール・アルミ）

プラスチックトレイ ジュースのキャップ 気象観測用のバルーン

プラスチックパイプ 釣りの重り 漁網

プラスチック片 電池 金属棒

プラスチック容器 陶器 軍手

ヘアゴム ナイロン網 釣り糸（テグス）

ペットボトル ぬいぐるみ 鍋

ヘルメット バケツ 発泡スチロール片

などなど



参加者からの声

 ダイビングの途中で気になったので回収しました。ゴミのない綺
麗な海を目指して1Dive1Cleanupを今後も続けていこうと思います。

 少しづつでもゴミが減っていって綺麗な海を守っていけたらと思
います。

 一期一会ならぬ一潜一拾。みんなでやりましょう！

 もっと拾いたかったですが次回の楽しみの１つに取っておきま
す！

 ごみを拾って心も海もきれいになりました。

 生き物よりもゴミ探しのダイビングしちゃいましたー。

 一つ拾うはずが、ついつい気になってたくさん拾ってしまいまし
た。

 いつも私たちを楽しませてくれる海を守るために、できることか
ら少しずつ！



イベント・セミナー

2020年8月21日～23日 東京・池袋サンシャインシティ文化会館

「マリンダイビングフェア2020」

●「マリンダイビング」ブースでのPR

プロジェクトの概要紹介のほか、ロゴパ
ネルを持って写真撮影してくれた方への
抽選会などを実施しました。

●ステージイベント

8月21日（金）に、自然写
真家・高砂淳二氏をお招き
して、ステージでのトーク
セッションを実施。海洋プ
ラスチックごみ問題の現状
などを話しました。



イベント・セミナー

2020年7月18日 西伊豆・土肥

第24回クリーンアップin土肥

2020年10月24日 東伊豆・伊豆海洋公園

NAUI秋のビーチクリーンアップイベント

50名以上が参加し、西伊豆・土肥の水中
をクリーンアップ。たくさんのごみを回
収しました。

ダイビング教育機関NAUIのビーチクリー
ンアップイベントとコラボし、東伊豆・
伊豆海洋公園でビーチと水中のクリーン
アップを実施。参加者に
は、ロゴ入りのオリジナ
ル参加証を授与。



イベント・セミナー

2020年11月12日～12月16日 東京・渋谷

アップリンク渋谷 館内展示

2020年12月16日

エグゼクティブセンター オンラインセミナー

映画『プラスチックの海』の公開に合わ
せ、アップリンク渋谷の待合スペースで
海洋プラスチックごみの展
示などを実施。プロジェク
トの概要紹介や、来場者か
らのコメント募集も。

国内8カ所でオフィススペースなどを提供する《エグゼクティブセン
ター》の参加企業向けに、「海洋プラスチックごみ問題の今」をテーマ
にオンラインセミナーを実施しました。



誌面展開

月刊『マリンダイビング』ープロジェクト紹介

月刊『マリンダイビング』誌面にて、毎月カラーページで掲載。プ
ロジェクトの概要のほか、活動の手順、協力ショップ一覧、活動報
告、賛同店の環境貢献活動などを紹介しました。



誌面展開

月刊『マリンダイビング』ープロジェクト紹介

●2020年5月号／カラー4ページ

●2020年6/7月合併号／カラー4ページ

●2020年8月号／カラー4ページ

●2020年9月号／カラー4ページ

●2020年10月号／カラー5ページ

●2020年11月号／カラー4ページ

●2020年12月号／カラー6ページ

●2020年1/2月合併号／カラー5ページ



誌面展開

月刊『マリンダイビング』ー特集記事

海洋プラスチックごみのアップサイクルについてや、海洋ごみを回
収するためのスキルを学ぶ講習の紹介など、海洋プラスチックごみ
に関する情報を特集記事としても取り上げました。



誌面展開

賛同企業の活動紹介



ウェブサイト

ページ訪問者数：9,279人
2020年4月1日～12月31日

年間110万人以上が訪れるウェブサ
イト「マリンダイビングWeb」内に
特設コンテンツを設け、プロジェク
トの概要、活動報告の手順、協力店
一覧、活動報告一覧を掲載しました。

⇒トップページ

⇒協力店一覧

⇒活動報告一覧

https://marinediving.com/environment/1dive1cleanup/
https://marinediving.com/environment/1dive1cleanup/shop/
https://marinediving.com/environment/1dive1cleanup/report/


SNS

投稿の総リーチ数：31,415

投稿の総エンゲージメント
（いいね等）：3,478

フォロワー数：397
2020年4月1日～12月31日

Facebookページにて、プロジェク
トの紹介やイベント等の情報発信の
ほか、投稿された活動報告も紹介。
リーチ数、エンゲージメントともに
徐々に伸びています。

https://www.facebook.com/1dive1cleanup

https://www.facebook.com/1dive1cleanup


そのほか

メールマガジンでの告知

配信数：約14,500通×4回

プレスリリースでの告知

掲載媒体数 17媒体

・朝日新聞デジタル・Googleニュース ・
・ニコニコニュース ・SANSPO.COM

・exciteニュース ・BIGLOBEニュース
・宮崎日日新聞 ・徳島新聞
など

期間中に4回、メールマガジン
「マリンダイビングWeb通信」
にて、プロジェクトを紹介。


