平成 26 年度「緑の東京募金」実績報告
緑の東京募金に御協力いただきまして、ありがとうございました
平成 26 年度募金額
平成 26 年度末累計額

１

平成 26 年度末募金累計額

2,773 万 5,567 円
9 億 1,016 万 5,696 円

募金事業指定の内訳(平成 26 年度)
heisei

平成 26 年度は、247 件、2,773 万 5,567
円の御寄附をいただき、平成 26 年度末
募金累計額は、9 億 1,016 万 5,696 円と
なりました。
御協力ありがとうございました。
※千円単位四捨五入

２

募金充当額

「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 26 年度は、４つの事業合わせて 2 億 2,839 万 7,402 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 6 億 3,272 万 9,741 円になりました。残額は平成 2７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

＜海の森の植樹状況＞緑色がＨ26 年度植樹箇所

平成 26 年度は、秋・春２回の植樹により、約
33,000 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 37 種類です。
これらの苗木は募金で購入するほか、小学生や
ボランティアの皆さん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 30,000 本の苗木
の購入費等に充当いたしました。

H25.11 植樹

H27.3植樹

H26.11 植樹
H26.3 植樹

H25.3 植樹

H22.11 植樹
H22.5 植樹
H24.10 植樹
H20.5 植樹

H21.4 植樹
H24.10 植樹

H24.10 植樹
H25.3 植樹

H21.9 植樹
H23.11 植樹

H23.3 植樹

一部開園予定区域
（詳細検討中）

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

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活動等を今後も実施していきます。
＜植樹祭の様子＞

●平成 26 年度秋植樹
平成 26 年 11 月 14 日(金)～16 日(日)
個人・団体合わせて約 3,800 名の参加
者により、３日間で約 22,000 本の苗木

●平成 26 年度春植樹
平成 27 年３月 28 日(土)
約 900 名の参加者により、約 11,000
本の苗木が植えられました。

を植えました。
（参考）普及のための取組 ～『東京都海の森倶楽部』の設立～
＜植樹祭の様子＞

企業等と連携した多彩なイベントや森づくり活動を通じて海の森事業を広く知って
いただくため、港湾局は平成 25 年 12 月に「東京都海の森倶楽部」を設置しました。
現在、企業、NPO 法人、学校法人など 49 団体が会員として参画しています。
これまでに、国際交流イベント、環境学習ツアー、ランニングイベントなど様々なイ
ベントが開催され、森が育っていく様子を多くの方々にご覧いただいております。
今後も更にイベントの充実を図っていく予定です。皆様のご参加をお待ちしており
ます。

２

街路樹の倍増

平成 26 年度は、既設道路内の 43 区間において、1 万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
整備に取り組みました。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。
「街路樹の充実」事業

実施状況図

「 街 路 樹 の 充 実 」 事 業 【 ２０ ～ ２６ 実 績 ・ ２７ 予 定 】 実 施 状 況

凡

例
充実事業 【20～25年度】
充実事業 【26年度実績】

充実事業 【27年度予定】
新設及び拡幅事業等充実事業以外で実施中の主な区間

※平成 26 年度実施箇所は赤線部分

●マイ・ツリー～わたしの木～
＜平成 20 年度充実事業箇所
＜平成 26 年度充実事業
「マイ・ツリー」事業は、街路樹を植栽する募金を
生育状況＞
実施状況＞
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組です。
平成 26 年度は、第１期募集として 12 区間、第２期募集
として 10 区間で募集しました。平成 20 年度募金開始以降
現在までに、約 5,300 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御協力をい
ただきました。
また、企業のＣＳＲの一環としてもお申込みを頂き、ＨＰ等でも御紹介いただいています。

３

校庭の芝生化

平成 26 年度は、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、
２８校（合計 2,810 ㎡）に緑の東京募金を充当し、補植用の圃(ほ)場（ナーセリー）及び芝張り工事の一部の経費の補
助を行いました。
＜専門家派遣による指導・助言＞

(参考) 普及のための取組
●平成 26 年度までの芝生化の取組
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 438 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。
●「校庭芝生の親方・匠」の認証等
芝生の維持管理に継続的に取り組み、一定の成果を上げている教職
員又は地域の個人に対して、平成 24 年度から「校庭芝生の親方・匠」
として認証を行っています。
平成 26 年度は新たに 11 名の認証を行いました。認証式の後は、
「校
庭芝生の親方・匠」認証者が、校庭芝生の維持管理等に関する取組を
校庭芝生リーダー養成講座において発表しました。

４

＜「校庭芝生の親方・匠」認証者による講演＞

花粉の少ない森づくり
＜植栽される花粉の少ないスギ＞

＜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 26 年度の花粉の少ない森づくりの植栽面積は、
182.31ha、167,884 本です。
このうち、緑の東京募金を充当し、植え替え面積 9.88ha に花粉の少ないス
ギ等を 28,875 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
●花粉の少ない森づくり運動一斉 PR（平成 27 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 26 年度は、東京都内の小学校において、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、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 26 年度の主な取組
１

イベントへの出展・周知・募金活動

●舎人公園「春の花火と千本桜まつり」
桜の花が見ごろとなる舎人公園で、平成
26 年４月５日（土）
、６日（日）に花火と
桜にちなんだイベントが開催されました。
夜には約三千発の花火が打ち上げられる
など、満開の桜の下、趣向を凝らした催し
で賑わいました。このイベントの中で、
「緑
の東京募金」の周知活動を行うとともに、
募金箱を設置し、来場者に募金をしていた
だきました。

２

＜募金箱の設置＞

＜会場全体＞

企業の皆様との連携

平成 26 年度も様々な企業･団体等の皆様から募金活動に御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募金
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)ライトアップ
ショッピングクラブ

●金融商品と連動した募金
＜主な取組例（敬称略）＞
・興産信用金庫
（エコグリーン定期預金）
定期預金に一定利率上乗せする
とともに預金の残高の一定割合を
募金するという取組です。

・ＪＡバンク東京
（緑がいっぱい定期貯金）
定期預貯金に一定利率上乗せす
るとともに、預金残高の一定割合
を募金するという取組です。

・（株）伊藤園

●イベントなどにおける募金
イベントの売上やチャリティ収益の寄附がありました。
＜主な取組例（敬称略）＞
・青梅信用金庫
あおしんキッズアカデミー
（商品の売上）
・住友生命保険相互会社
（チャリティバザーの収益の
一部の寄附）

＜あおしんキッズアカデミー＞

■ 緑の東京募金に関するお問合せ
東京都環境局自然環境部計画課募金担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
都庁第二本庁舎 9 階
TEL 03-5388-3595 FAX 03-5388-1379
ホームページ
http://www.midorinotokyo-bokin.jp
平成 27 年９月作成

