平成 24 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 24 年度募金額
平成 24 年度末累計額

5,040 万 9,740 円
８億 4,701 万 1,193 円

１ 平成 24 年度末募金累計額
平成 24 年度は、400 件、5,040 万 9,740
円のご寄附をいただき、これで平成 24
年度末募金累計額は、8 億 4,701 万 1,193
円となりました。
ご協力ありがとうございました。

募金事業指定の内訳(平成 24 年度)
花粉の少ない森づくり
heisei
14,748千円
1,475
万円
29%

校庭の芝生化
20,260千円
2,026
万円
40%

２ 募金充当額

街路樹の倍増
15,400千円
1,540
万円
31%

※千円単位四捨五入

東京都の「緑の東京募金基金」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つの緑化事業の進捗に合わせて使います。
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

目標額を達成し
ました。
目標額を達成しました

※海の森の整備事業は、目標額を達成しましたので
募金の受入を終了しています。ありがとうございました。

平成 24 年度は、４つの事業合わせて 8,255 万 327 円を取り崩して充当いたしました。これで、充当
額は累計で 3 億 2,713 万 1,627 円になりました。残額は平成 25 年度以降の事業に使わせていた
だきます。

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

海の森 植樹状況

平成 24 年度は、秋・春２回の植樹により、約 46,000 本の苗木
の植樹を行いました。苗木の種類はスダジイ、タブノキ、エノキ
等約 45 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、このうち約 34,000 本の苗木の購入費等
に充当いたしました。

H25.3 植樹
H22.11 植樹
H22.5 植樹
H24.10 植樹
H20.5 植樹

H24.10 植樹
H24.10 植樹
H21.9 植樹

H25.3 植樹
H23.11 植樹
H23.3 植樹

植樹祭の実施
海の森では都民参加による協働事業としてこうした植
樹祭を今後も実施していきます。
＜植樹イベントの様子＞

●平成 24 年度秋植樹
団体:平成 24 年 10 月６日・８日、個人:７日

H21.4 植樹

H20.11 植樹

全国植樹祭地
（H8.5 植樹）

H22.3～4 植樹

海の森公園
計画区域

平成2 4 年1 月撮影航空写真

●平成 24 年度春植樹
平成 25 年３月 23 日・24 日・31 日

第 29 回都市緑化フェアにおいて植樹

募金にご協力いただいた企業・NPO

を行いました。イベントでは、個人・団

など 38 団体、約 760 名の参加者によ

体合わせて約 2,000 名の参加者により、

り 18,000 本の苗木を植えました。31

３日間で約 28,000 本の苗木を植えまし

日にはインドネシアの高校生も参加

た。

してくれました。

＜植樹イベントの様子＞

（参考）普及のための取組み 「第 29 回都市緑化フェアＴＯＫＹＯ」
海の森は、平成 24 年９月から 10 月にかけて開催された「第 29 回全国都
市緑化フェア TOKYO」のメイン会場の一つに位置づけられ、植樹イベント
（秋植樹）
、ガイドツアーなど様々なイベントが開催されました。東京港に
浮かぶゴミと残土の埋立地が、募金や都民の皆さんとの協働によって少し
ずつ森に生まれ変っていく姿を見ていただきました。

２ 街路樹の倍増
平成 24 年度は、既設道路内の 46 区間において、９千本を超える中高木を新たに植栽するなど「魅せる街路樹」の
整備に取組みました。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24年「街路樹の充実」実施箇所図

凡 例
充実事業

【20～2２年度】

充実事業

【23年度実績】

充実事業

【24年度実施】

新設及び拡幅事業等充実事業以外で実施中の主な区間

●マイ・ツリー～わたしの木～
「マイ・ツリー」事業は、街路樹を植栽する募金をい
ただくとともに、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取り組みです。
平成 24 年度は、第１期募集として 13 区間、第２期募
集として 12 区間の都道で募集しました。平成 20 年度開
始以降現在までに、約 4,400 本の申込みがあるなど多く
の方々、企業や団体の皆様方からの街路樹の整備へのご
協力をいただきました。

＜24 年度充実事業実施状況＞

３ 校庭の芝生化

＜圃場（ナーセリー）＞

平成 24 年度に校庭芝生化のために東京都が補助した公立小・中学校
のうち、
緑の東京募金を充当し、補植用の圃（ほ）場（ナーセリー）を葛飾区立清和
小学校、武蔵村山市立第二小学校、府中市立四谷小学校、小金井市立前
原小学校、八王子市立第五小学校、東久留米市立第十小学校、瑞穂町立
第五小学校の計７校（合計 366 ㎡）に整備しました。
(参考) 普及のための取組み
●平成 24 年度の芝生化の取組
東京都では、校庭芝生化の初期工事をはじめ、専門的維持管理等を支援すること
によって、公立小中学校でこれまでに 360 校の芝生化を実施しました。
また、芝生の良さを体験できるよう、芝生化未実施校に天然芝を貸し出すととも
に維持管理の講習を実施しています。

＜校庭芝生化東京宣言＞

●東京芝生大会等の開催
都内公立学校の全校芝生化を目指す東京都教育委員会と、これに賛同する区市町
村教育委員会が、
「全ての公立学校の校庭を児童及び生徒が芝生とふれあえる場にし
ていく」ことを広くアピールするため、平成 25 年２月に「東京芝生大会」を開催し
ました。
東京都教育委員会と賛同する区市町村教育委員会による、「校庭芝生化東京宣言」
や、記念対談、オリンピック等で活躍したアスリートからのビデオメッセージの上
映を行いました。

４ 花粉の少ない森づくり
＜植栽された花粉の少ないスギ＞

＜箸づくり教室＞

花粉の少ない森づくりでは、スギやヒノキ等の人工林を伐採し、花粉の少
ないスギ等を植栽することにより樹種更新を図り、発生するスギ花粉量の
削減を目指しています。平成 24 年度の花粉の少ない森づくりの植栽面積
は、121.18ｈa、236,739 本です。
このうち、緑の東京募金を充当し、植え替え面積 34.58ha に花粉の少ない
スギを 95,580 本植栽しました。
なお、植栽された花粉の少ないスギは、順調に成長しています。
（参考）普及のための取組み
●花粉の少ない森づくり運動一斉 PR（平成 25 年１月～３月）
東京都と公益財団法人東京都農林水産振興財団では、スギ林の伐採
と花粉の少ないスギ等の植栽を促進するため、花粉の少ない森づくり
のＰＲを行っています。
平成 24 年度は、東京都内の小中学校において、多摩産材の箸づく
り体験型教室を行いました。また、東京マラソンのチャリティー事業
の協力団体としてイベントに参加し、パネルの展示や多摩産材のＰＲ
用割り箸の配布を行いました。この他にも、都営地下鉄の駅構内（計
10 駅）にポスターの掲示を行いました。
また、東京アグリパークや道の駅八王子滝山等においてＰＲイベン
トを実施しました。

平成 2４年度の主な取組
イベント等への出展・周知・募金活動
＜会場全体＞

＜緑の東京募金の周知＞

●丸の内キッズジャンボリー2012
平成 24 年８月 14 日～16 日に東京国際フォーラムで
開催された丸の内キッズジャンボリー2012 において、
「小笠原諸島の自然」及び「生きものさがし」の展示、
都レンジャーによる自然公園の紹介等を通じて、東京
の自然の魅力や保全活動の必要性を伝えるとともに、
緑の東京募金の周知活動を行いました。
●海の森での緑の東京募金８億円達成イベント
緑の東京募金額８億円達成を記念するとともに、2020 年オリンピ
ック・パラリンピックの招致気運を盛り上げるイベントを海の森で
実施しました。
イベントには、大久保尚武緑の東京募金実行委員会委員長、安藤
忠雄海の森事業委員長や、伊調馨選手（アテネ・北京・ロンドンオ
リンピック、レスリング金メダリスト）
、寺川綾選手（ロンドンオリ
ンピック、競泳銅メダリスト）
、松本隆太郎選手（ロンドンオリンピ
ック、レスリング銅メダリスト）の３名のメダリストらが出席し、
緑の東京募金代表者の皆様と記念の植樹を実施しました。

＜植樹の様子＞

企業等の皆様との連携
平成 24 年度は様々な企業･団体等の皆様から募金活動にご協力をいただきました。ありがとうございました。
●商品の売上と連動した寄附
商品の売上の一部の寄附などの取組がありました。
＜主な取組例（敬称略）＞

・日本ハム(株)・(株)いなげや・(株）三和

・(株)ライトアップ
ショッピングクラブ

●エコ定期
金融機関の定期預貯金に一定利率上乗せするとともに
預貯金の残高の一定割合を募金するという取組です。
＜主な取組例（敬称略）＞
・東京都民銀行・東日本銀行・八千代銀行
（東京緑の定期）

・（株）伊藤園

・東京コカ・コーラボトリング（株）

・JA バンク東京
（みどりがいっぱい
定期貯金）
・興産信用金庫
（エコグリーン定期預金）

●イベントなどにおける募金
イベント連動の、売上･参加費の一部の寄付、イベント
での募金額の寄付などの取組がありました。
＜主な取組例（敬称略）＞
(写真)RUNNETコーポレート
EKIDEN目録贈呈式
・束見本フリーノートチャリティ
（募金額の寄附）
・TOKYO ガンダムプロジェクト
（売上の一部寄付）
・ＲＵＮＮＥＴコーポレートＥＫＩＤＥＮ
（参加費の一部の寄附）
・東京国際映画祭
（チャリティーオークション、募金、売上の一部の寄付）

■ 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計画課募金担当
TEL 03-5388-3595 FAX 03-5388-1379
ホームページ http://www.midorinotokyo-bokin.jp
※HP･携帯電話サイトからも募
金できます

平成２５年９月作成

