平成 20 年度「緑の東京募金」実績報告
緑の東京募金にご協力いただきまして、ありがとうございました。
平成 20 年度募金額

3 億 2,795 万 5,656 円

平成２０年度は、個人のほか、企業、団体など多くの方々のご協力をいただき、２，８４９件、３億２，７９５万５，６５６円
のご寄附をいただきました。

校庭の芝生化

街路樹の倍増

海の森の整備

花粉の少ない森づくり

１ 平成 20 年度末募金累計額
募金事業指定の内訳（累計額）

平成 20 年度末募金累計額は、平成 19 年度募金額

花粉の少ない森づ
くり 34,871千円 8%

校庭芝生化
28,750千円 7%

１億 800 万 272 円 に、平成 20 年 度 の募 金額 3 億
2,795 万 5,656 円と募金基金の利子 80 万 5,060 円を
加えた、4

街路樹の倍増
52,818千円 12%

億 3,676 万 988 円となりました。
海の森
320,321千円 73%

２ 寄附者の内訳

個人
65,284千円
20%

●金額

法人・個人の種別（金額）

平成 20 年度の寄附金額の内訳は、法人が 2 億 6,267
万円余りで約 80％、個人が（募金箱、インターネット募金、
法人
262,671千円
80%

ギフトカタログを含む）が 6,528 万円余りで約 20％でした。
●件数

法人･個人の種別（件数）

平成 20 年度の寄附件数は、2,849 件で、そのうち約 15％

法人
439件 15%

が法人、約 85％が個人の方でした。
個人
2,410件
85%

３ 募金充当額
緑の東京募金は、「緑の東京募金基金」に積み立て、４つの緑化事業の進捗に合わせて取り崩して使います。
平成 20 年度は、４つの事業合わせて３，０３９万３，７３０円を取り崩して事業に充当しました。
この結果、平成 20 年度末の緑の東京募金基金の現在高は、４億６３６万７，２５８円となります。これは、平成 21 年度
以降の募金充当事業に使わせていただきます。
（緑の東京募金基金現在高）
２０年度末募金累計額（Ａ）
２０年度募金充当額
現在高（Ａ−Ｂ）

（Ｂ）

４３６，７６０，９８８円
３０，３９３，７３０円
４０６，３６７，２５８円

皆様から寄せられた緑の東京募金は、海の森の整備、街路樹の倍増、校庭の芝生化、
花粉の少ない森づくりの４つの緑化事業の推進に役立たせていただきました。
１ 海の森の整備
平成２０年度は、約 1ha に約 9,000 本
の苗木の植樹を行いました。

整備区域

苗木はスダジイ、タブノキ、エノキ等
約２５種類です。これらの苗木は募金で
購入するほか、小学生やボランティアが
どんぐりから育てた苗木なども含まれ
ています。緑の東京募金は、5,626 本の
苗木の購入費等に充当いたしました。

●平成 20 年春期植樹（平成 20 年 5 月 27 日、平成 20 年 5 月 31 日）
5 月 27 日、アイルランドの世界的に有名なロックバンドＵ
２のボノ氏を迎え、都内小学生やインターナショナルスクール生
とともに記念植樹を行いました。
また 5 月 31 日にはノーベル平和賞受賞者で、モッタイナイ運
動の提唱者でもあるマータイ氏を迎え記念植樹を行いました。
●平成２０年秋期植樹（平成 20 年 11 月 8 日）
海の森で都民、募金者等から公募により参加者を募り、約
0.9ha の土地に 7,000 本の植樹を行いました。大勢の方々が参
加しての初めての大規模植樹イベントとなります。
海の森では都民参加による協働事業としてこうした植樹会を今
安藤氏・ボノ氏らによる記念植樹

後も実施していきます。

２ 街路樹の倍増
平成２０年度は、都内３３路線で、約２万６千本の植栽を行いました。緑の東京募金は、これらの植栽工事費
の一部に充当いたしました。

平成２０年度「街路樹の充実」実施箇所

●マイ・ツリー〜わたしの木〜
平成 20 年度より、
「緑の東京募金」の新しい
メニューとして、街路樹を植栽する募金を頂き、
参加していただいた方のお名前やメッセージを
樹名プレートに記載する「マイ・ツリー〜わた
しの木〜」を開始しました。
平成 20 年度は、高木・中木あわせて 1,119
本もの申し込みがありました。
マイ・ツリー第１号の植栽の際には、お申し
込みをされた方をお招きして、土かけや樹名プ
レートの設置を行っていただく「植樹開始式」
を開催しました。
植樹開始式(平成 21 年 2 月 16 日)

３ 校庭の芝生化
平成２０年度に新たに校庭芝生化のために補助した公立
小・中学校は４０校（47,605 ㎡）でした。そのうち、緑の東
京募金を充当し、補植用の圃(ほ)場（以下「ナーセリー」）を
小金井第二小学校、狛江第五小学校、南鶴牧小学校の３校
（151 ㎡）に整備いたしました。
（参考）
●東京芝生フォーラム 2008 の開催（平成 20 年 11 月 29〜30 日）
（財）日本サッカー協会名誉会長川淵三郎氏を団長とする、「東
京芝生応援団」の結団式を都庁大会議場で行いました。また、都

ナーセリー

民広場に約 1,000 ㎡（32ｍ×33ｍ）の天然芝を敷き詰め、芝生

●校庭芝生化ポスターの作製と配付
石原慎太郎知事を囲んで、芝生の校庭に集った元気な小学生の
写真をポスターとして作製し、東京芝生応援団等の協力を得て、

校庭芝生化ポスター

の良さを実感してもらいました。

配付しています。

４ 花粉の少ない森づくり
平成２０年度の花粉の少ない森づくりの植栽面積は、19.42ha、58,260
本です。そのうち、緑の東京募金を充当して実施した事業は、約 1.3ha、
3,900 本です。
平成 20 年度は、スギの伐採作業等が完了した約 19ha の跡地に、花粉の少な
いスギや広葉樹を植栽いたしました。
緑の東京募金は、約 1.3ha の伐採跡地に花粉の少ないスギなどを植えるため、
苗木の購入費用などに充当いたしました。なお、平成１９年度に植栽された花粉
の少ないスギは、現在、樹高が１ｍ２０cm を超え、順調に成長しています。
植栽された花粉の少ないスギ
（青梅市柚木）

感謝状の贈呈
緑の東京募金では、多額のご寄附をいただいた方に知事または環境局長から感謝状を贈呈しています。
平成２０年度は、２回の感謝状贈呈式を開催いたしました。
◆平成 20 年 7 月 1 日に開催した第 2 回感謝状贈呈式では、知事賞を 9 者、知事特別賞を 1 者、環境局長賞を 38 者に贈呈いたしました。
（知事賞）

三井不動産、日本郵政、三菱地所、住友不動産、
電通、積水化学工業、ＴＢＳ・東京ファンタジア実
行委員会、東京急行電鉄、東京国際フォーラム
（知事特別賞） 蔡長海
（環境局長賞） 前田建設工業、乃村工藝社、竹中工務店、丸の
内ハウス、大光電機、ＴＯＴＯ、丹青社、アトリエ安
藤忠雄、サンケイビル、アーバンコーポレイション、
資生堂、きんでん、電通テック、東京都遊技業協
同組合、清水建設、三菱商事、昭和シェル石油、
日本設計、テーオーシー、東京都トラック協会、セ
コム、朝日新聞社、大成建設、日建設計、東京ビッ
グサイト、東京熱供給、東京交通サービス、東京港
運協会、東京港港湾運送事業協同組合、東京水
道サービス、ＰＵＣ、はとバス、東京都道路整備保
全公社、東京都新都市建設公社、東京港湾福利
厚生協会、東京都交通協力会、東京産業廃棄物
協会、乃村義博
（敬称略）
第 2 回感謝状贈呈式（平成 20 年 7 月 1 日）

◆平成 21 年 2 月 13 日に開催した第 3 回感謝状贈呈式では、知事賞を 12 者、環境局長賞を 34 者に贈呈いたしました。
（知事賞）

フジテレビ、東京都民銀行、東日本銀行、八千代銀
行、森ビル、トヨタ自動車、京浜急行電鉄、東京都競
馬、城北信用金庫、齊藤直史、寺岡静治 他
(環境局長賞) 三井物産、東京都猟友会、三菱東京ＵＦＪ銀行、東京
倉庫協会、建設資源広域利用センター、東亜建設
工業、五洋建設、東京国際フォーラム、東洋建設、
あおみ建設、積水ハウス、大林組、若築建設、久米
設計、東京道路清掃協会、東京流通センター、東京
動物園協会、東京都公園協会、東京食肉市場、東
京地下鉄、東京都遊技業協同組合、首都高速道
路、東京都道路整備保全公社、東京熱供給 他
（敬称略）

20 年度の新たな取組み
●宝くじ券面デザインでのＰＲ
平成 21 年１月から３月にかけて、４回にわたり「東京都宝
くじ」の券面に緑の緑化事業の写真やイラストを掲載し、緑の

第 3 回感謝状贈呈式（平成 21 年 2 月 13 日）

●インターネット募金
平成 20 年 5 月 29 日から、ホームページからクレジットカードを
利用して募金できるようになりました。

東京募金をＰＲしました。

■緑の東京募金に関するお問い合わせ
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎 9 階
東京都環境局自然環境部募金担当 TEL 03-5388-3595 FAX 03-5388-1379
ホームページ http://www.midorinotokyo‑bokin.jp （HP からも募金ができます。）
平成 21 年 6 月発行

