
  

 

 

 
 

 

 

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 27 年度募金額     2,941万 5,521 円 

平成 28 年度募金額（４月～6月） 1,097万 6,296 円 

緑の東京募金累計額      9 億 5,055万 7,513 円 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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つの緑化事業に使います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度は、４つの事業合わせて 2億 3,471万 2,599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 8 億 6,744 万 2,340 円になりました。残額は平成 28 年度以降の「花と緑の東京

募金」の事業に使わせていただきます。 

 

 

 

平成 27・28年度「緑の東京募金」実績報告 

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。  

目標額を達成し

ました。 

平成 27年度は、267件、2,941万 5,521円、

平成 28 年度（4 月～6 月）は 38 件、1,097

万 6,296 円の御寄附をいただき、緑の東京

募金の累計額は 9 億 5,055 万 7,513 円とな

りました。 

御協力ありがとうございました。 

   

校庭の芝生化 街路樹の倍増 花粉の少ない森づくり 海の森の整備 

１ 緑の東京募金累計額 

※千円単位四捨五入 

募金事業指定の内訳(累計額) 

heisei 

海の森の整備

5億469万円 53%

街路樹の倍増

1億8,455万円 19%

校庭の芝生化

1億2,303万円 13%

花粉の少ない

森づくり

1億3,828万円 15%

※千円単位四捨五入 



１ 海の森の整備 

平成27年度は、秋の植樹イベントにより、約15,150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 25種類です。これらの苗木は募金で購入したもので、都民や

企業の皆様によって植樹されました。 

皆様のご協力のおかげで、これまで「緑の東京募金」を充

当して累計 16万本の苗木を海の森に植樹し、平成 27年度で

植樹を終了しました。今後は、植樹した森を大切に育てていき

ます。 

 

植樹祭の実施 

 

 

 

 

 

（参考）普及のための取組 ～『東京都海の森倶楽部』の設立～ 

海の森事業について今まで以上に広く国内外に発信するとともに、多様で魅力

的な行催事や樹林地管理等の機会を提供し、都民サービスの向上を図るため、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。 

現在は50の企業・団体が会員となっています。これまでに、婚活イベントや国際交

流イベント、防災キャンプ、環境学習ツアー等、様々な参加型イベントが実施されて

きました。その他に学術的な調査等も行われています。 

今後は、工事の影響により、イベント回数は減少が見込まれますが、可能な限り

開催する予定です。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 27 年度は、既設道路内の 43 区間において、5 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。皆様のご協力のおかげで、

平成 27年度で街路樹 100万本を達成しました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜植樹祭の様子＞ 

＜植樹祭の様子＞ 

●平成 27年度秋植樹 

平成 27年 10月 23日(金)～25日(日) 

個人・団体合わせて約 2,800 名の参加者により、３日間で約 15,150 本の苗木

を植えました。 

＜海の森の植樹状＞  

※平成 27 年度実施箇所は赤線部分 

「街路樹の充実」事業【20～27年度】 実施状況図

充実事業 【20～2６年度】

充実事業 【2７年度実績】

凡 例

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組です。 

平成 27 年度は、海岸通り、旧海岸通り、中原街道など

区部 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 5,500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。 

 

３ 校庭の芝生化 

平成 27 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、２１校（合計 2,100 ㎡）に緑の東

京募金を充当し、芝張り工事の一部の経費の補助を行いました。また、これまで「緑の東京募金」を充当して平成 27

年度までに累計 82校の圃場（ナーセリー）の整備や芝張り工事を実施しました。今後は「花と緑の東京募金」を活用

して、校庭芝生化を推進します。 

(参考) 普及のための取組 

●平成 27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 475 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 27年度は新たに 8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 花粉の少ない森づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●花粉の少ない森づくり運動一斉 PR（平成 28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 27 年度は、道の駅八王子滝山において、多摩産材の箸づくり体
験教室を行いました。また、東京マラソンのチャリティー事業の寄附先
団体としてイベントに参加し、パネル展示や多摩産材グッズの配布を行
いました。この他にも、都営地下鉄の駅構内でのポスターの掲示や、高
尾山ビジターセンター等においてＰＲブースの設置をしました。 

＜専門家派遣による講習会＞ 

＜「校庭芝生の親方・匠」認証者による講演＞ 

＜デジタルサイネージによるポスター掲示

（新宿駅西口）＞ 

 

＜平成 27 年度充実事業 

実施状況＞ 
＜平成 20 年度充実事業箇所＞ 

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、発生する花粉量の削減を目

指しています。さらに、森林の更新を促進させるため、「東京の木多摩産材」の

更なる利用拡大に向け、取り組んでいます。平成 27年度の花粉の少ない森づ

くりの植栽面積は、25.7ha、79,596 本です。このうち、緑の東京募金を充当し、

6.45ha に花粉の少ないスギ等を 19,215本植栽しました。 

これまで「緑の東京募金」を充当し、平成 27年度までに累計 166haに、約 38

万本の花粉の少ないスギ等を植樹しました。今後は「花と緑の東京募金」を活

用して、引き続き花粉の少ない森づくりを推進します。 

 
（参考）普及のための取組 

＜植栽される花粉の少ないスギ＞ 



 

 

１ イベントへの出展・周知・募金活動  
●「夢のみち 2015」 

都民の皆さんが道とふれあい、道に親しみをもち、道が日々の生活に身近な施設であることを実感するイベ

ントとして、平成 27 年８月 20 日（木）、21 日（金）に新宿西口広場で開催されました。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 感謝状の贈呈 
 多額の御寄附をいただいた方に、知事又は環境局長から感謝状を贈呈させていただきました。 

 平成 28年６月 24日（金）に開催した第７回緑の東京募金感謝状贈呈式では、知事賞を５者、環境局長賞

を 11者の方々に贈呈いたしました。 

（知事賞） 

株式会社伊藤園、興産信用金庫、ＪＡバンク東京、杉村光史、株式会社

タムラ の皆様（５団体・個人）（敬称略） 

（環境局長賞） 

一般財団法人アールビーズスポーツ財団、株式会社いなげや・日本ハム

株式会社、イーパートナーズ株式会社、興産信用金庫、株式会社タムラ、

東京ガス株式会社、東邦レマック株式会社、株式会社ライトアップショ

ッピングクラブ、株式会社若洲 他の皆様（11団体・個人）（敬称略） 

 

３ 企業の皆様との連携 
平成 27・28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。 
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４ 募金のリニューアル 

緑の東京募金は、平成 28年７月より、花と緑あふれる都市東京を実現するために 

 

として、リニューアルしました。 

  

今後とも、皆様の御協力をお願いいたします！ 

 

■ 緑の東京募金/花と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 22 階 

TEL 03-5388-3595 FAX 03-5388-1379    
 ＨＰ  http://www.midorinotokyo-bokin.jp  

●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。 

  

 

 

 

 

・（株）伊藤園 

 

 

 

 

 

 

●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。 

平成 28 年９月作成 

平成 27・28年度の主な取組 

・（株）伊藤園 

＜主な取組例（敬称略）＞ 

・(株)ライトアップ 

ショッピングクラブ 

 

 

・日本ハム(株)・(株)いなげや  

・ＪＡバンク東京 

（緑がいっぱい定期貯金） 

「スーパー定期」の店頭表示金

利に 0.1％金利を上乗せし、預

入れ額の一定割合を募金する

という取組です。 

＜第７回緑の東京募金感謝状贈呈式（平成 28 年 6月 24 日）＞ 


