
開催結果報告

■催 事 名：東京湾大感謝祭2017

■会 期：2017年10月20日（金）〜22日（日） 10：00～17：00
※20日（金）は午後より東京湾シンポジウムのみ
※22日（日）は午後4時30分まで

■会 場：横浜赤レンガ倉庫（広場）、大桟橋ホール
横浜赤レンガ倉庫周辺海上（ピア象の鼻、赤レンガプロムナード、運河パーク）

■主 催：東京湾大感謝祭実行委員会

■共 催：国土交通省関東地方整備局 環境省 横浜市 東京湾再生官民連携フォーラム
（一財）みなと総合研究財団 東京湾の環境をよくするために行動する会
横浜港ボート天国推進連絡協議会

■後 援：東京湾再生推進会議 文部科学省 海上保安庁 水産庁 国土交通省関東運輸局
（国研）海洋研究開発機構 （国研）水産研究・教育機構
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 さいたま市 千葉市 川崎市 横須賀市
横浜港運協会 （公財）横浜観光コンベンション・ビューロー （一社）横浜港振興協会
FMヨコハマ 経団連自然保護協議会 （公財）日本釣振興会
（一社）日本マリン事業協会 （一財）日本海洋レジャー安全・振興協会



東京湾大感謝祭は、東京湾再生官民連携フォーラムのプロジェクトとしてはじまりました。
都市に住む市民や企業、団体と国や自治体がともに、海の再生を考え、行動するきっかけを提供する場と
して、平成25年秋に初開催されました。

今年も「海にいいこと、やさしいこと、はじめよう!」をテーマに、環境再生技術やエコ製品・活動の紹
介、マリンレジャー（ボート・釣具）や江戸前フードの展示・販売、特別企画「ふるさと納税・恵み・く
らしフェア」や特別企画「横浜フィッシングフェスティバル」の開催、乗船体験や、その他、さまざまな
テージイベント、ワークショップなどを催し、悪天候にもかかわらず、2万5千名が参加しました。

開催にあたり、ご来場、ご出展・協賛、後援、協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

東京湾大感謝祭とは
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■催 事 名 ： 東京湾大感謝祭2017

■会 期 ： 2017年10月20日（金）〜22日（日） 10：00～17：00
※20日（金）は午後より東京湾シンポジウムのみ
※22日（日）は午後4時30分まで

■会 場 ： 横浜赤レンガ倉庫（広場・大桟橋ホール）
横浜赤レンガ倉庫周辺海上（ピア象の鼻、赤レンガプロムナード、運河パーク）

■主 催 ： 東京湾大感謝祭実行委員会

■共 催 ： 国土交通省関東地方整備局 環境省 横浜市 東京湾再生官民連携フォーラム
（一財）みなと総合研究財団 東京湾の環境をよくするために行動する会
横浜港ボート天国推進連絡協議会

■後 援 ： 東京湾再生推進会議 文部科学省 海上保安庁 水産庁 国土交通省関東運輸局
（国研）海洋研究開発機構 （国研）水産研究・教育機構
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 さいたま市 千葉市 川崎市 横須賀市
横浜港運協会 （公財）横浜観光コンベンション・ビューロー （一社）横浜港振興協会
FMヨコハマ 経団連自然保護協議会 （公財）日本釣振興会
（一社）日本マリン事業協会 （一財）日本海洋レジャー安全・振興協会

■協 賛 ： （株）アスカ ESR（株） （株）銀座サクラヤ （株） クルー・エレテック
京浜急行電鉄（株） （株）コスモ企画 清水建設（株） （株）スリービー
（一社）日本潜水協会 日本ミクニヤ（株） 藤木企業（株）
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 三井不動産（株） リスト（株）

■協 力 ： （一財）セブン-イレブン記念財団 横浜港ボート天国実行委員会
都漁連内湾釣魚協議会 東京湾遊漁船業協同組合 千葉県漁業協同組合連合会
横浜市漁業協同組合 （ 公財）帆船日本丸記念財団
（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
（公財）東京動物園協会葛西臨海水族園 （株）横浜八景島 UMI協議会
マリンジャーナリスト会議 日本釣りジャーナリスト協議会
下水道広報プラットホーム（GKP） （公社）関東小型船安全協会
（公財）マリンスポーツ財団 Ｋ３８ＪＡＰＡＮ ヤマハ発動機（株）
（株）ロイヤルウイング （株）ポートサービス 京浜フェリーボート（株）
（株）ケーエムシーコーポレーション ホテルメルパルク横浜 （株）つり人社
NPO法人海辺つくり研究会 NPO 法人Blue Earth Project 横浜SUP倶楽部
ハマの海を想う会

開催概要

実行委員
※順不同
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no. 役割 氏名

1 委員長 田久保　雅己

2 PT長 木村　尚

3 研究・WS 岡田　知也

4 釣り 鈴木　康友

5 海上安全 江口 満

6 海上安全 柏木　秀美

7 船舶 峰本　健正

8 船舶 武藤　英一

9 クルーズ 森　信哉

10 海上イベント 中村　貢

11 ボランティアWG 村野　隆一

12 江戸前 冨樫　真志

13 江戸前 牧野　光琢

14 江戸前 藤橋　孝

15 海洋情報 楠　勝浩

16 海洋科学 小俣　珠乃

17 下水道 岩井　聖

18 下水道 江口　義樹

19 ライフスタイル変革 岡野　隆宏

20 ライフスタイル変革 奥野　勇

no. 役割 氏名

21 地域連携W G 寺元　敏光

22 展示 三橋　和也

23 港湾 中﨑　剛

24 港湾 奥田　健

25 港湾 滝川　尚樹

26 港湾 西本　高志

27 共催 酒井 博之

28 共催 米森　勝行

29 共催 土井　翔太

30 共催 野口 孝俊

31 共催 林田 善久

32 共催 石崎　力

33 共催 高橋　小夜佳

34 共催 間瀬　範幸

35 共催 中島　正雄

36 監事 遠藤　卓男

37 事務局 吉野　生也

38 オブザーバー 小野　正揮

39 オブザーバー 羽沢　幸司



開催エリアマップ

天候

■ 2万5千名／2日間
※2017年10月22日（日）は荒天（台風21号）につき中止

来場者数

■ 2017年10月20日（金）雨
2017年10月21日（土）雨

P.3



赤
レ
ン
ガ
広
場
倉
庫
会
場

P.4



出展者一覧

■広場出展 ： 52小間／40社・団体（1パビリオン含む）

■ 全162小間／149社・団体
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■広場出展・特別コラボ企画

W-21 鳩屋海苔店

32小間／21社・団体（1パビリオン含む） 18小間／18社・団体
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19小間／15社・団体 10小間／14社・団体

8小間／20社・団体（1パビリオン）

22小間／21社・団体

トホーム



協 賛

■会場ゲート＆ステージ・特大ロゴ掲載 ／ ゲート浮き輪・社名掲載

■ 全14社・団体

■ポスター・ロゴ掲載 ■チラシ・ロゴ掲載

■会場配布プログラム・ロゴ掲載 ／ 表4広告

■公式サイト・バナー掲載

■協賛者一覧 ：
（株）アスカ ESR（株）（株）銀座サクラヤ
（株）クルー・エレテック 京浜急行電鉄（株）
（株）コスモ企画 清水建設（株）
（株）スリービー （一社）日本潜水協会
日本ミクニヤ（株） 藤木企業（株）
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド
三井不動産（株） リスト（株）
（順不同）
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■ 全10プログラムを実施。
※2017年10月22日（日）は荒天（台風21号)につき中止

広場ステージ
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広場イベント

東京湾大感謝祭2017 オープニングセレモニー

東京湾大感謝祭2017オープニングセレモニーでは、ご来賓とし
て菊地身智雄 国土交通省港湾局長、亀澤玲治 環境省自然環境局
長、朝日健太郎 参議院議員、平原敏英 横浜市副市長、藤木幸太
横浜港運協会副会長、中島正信 神奈川県副知事にご挨拶をいた
だきました。その他、ゆるキャラのさのまる（栃木県佐野市）、
ふっかちゃん（深谷市）、わっくん（鶴見区）、かめ太朗（神奈
川区）、はまピョン（水道局）、だいちゃん（環境創造局）に出
演いただきました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：

東京湾や海をキレイにするには、地球温暖化や生物多様
性など環境への配慮が大切ですが、私たちは環境の大切
さに気付かずに過ごしてしまいがちです。また、海を楽
しむためには安全を第一に行動することが大切です。そ
こで、汽笛を一斉に鳴らすことで、海への感謝の気持ち
と安全への願いを、港に泊まる船の一斉汽笛に合わせ、
皆さんと共に笛やラッパ、鳴り物を持って表しました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場 / WONDER ACTION

CAFÉ2017  パビリオン内ステージ
協 力：第三管区海上保安本部、横浜海上保安部、神奈

川県横浜水上警察署、（一財）日本海洋レジャ
ー安全・振興協会、（株）ポートサービス、
（株）ロイヤルウイング、 京浜フェリー（株）
（株）ケーエムシーコーポレーション

菅 内閣官房長官、石井 国土交通大臣 來生新 東京湾再生官民連携フォーラム議長 司会・桝太一 東京湾再生アンバサダー
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みんなで一斉汽笛♪

赤レンガ倉庫広場 / WONDER ACTION CAFÉ2017 
パビリオン内ステージ



広場 特別企画・展示

街で暮らすわたしたちにもできるワンダー（素晴らしい・奇跡を生む）なアクションが体験できるコー
ナーとしてワークショップや展示を行いました。

・ワークショップ：サンゴ染め体験、折り紙、生き物さがし、環境教育カードゲーム、環境クイズ
・外遊び・スポーツ：グランピング体験
・地産地消：神奈川、横浜の食材・産物などの販売、オーガニック食材キッチンカー
・未来技術：水素エネルギー供給システム、燃料電池自動車・FCV、水素ステーションの紹介、展示
・自然エネルギー：風力発電モデルの紹介、展示、EVカーシェアリング
・シェアサービス：コミュニティサイクルサービスの紹介、展示
・地球温暖化対策：COOL CHOICEの紹介
・生物多様性保全：MY行動宣言の紹介

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：P.5 参照

ふるさと納税・地方創生・自然の恵み・移住支援等に関する特別企
画です。ふるさと納税のお礼の品や観光・移住のための地域の魅力
を試飲・試食、販売、展示などを通じ紹介するとともに、自然の恵
みをご来場いただいた皆様に体感していただきました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：P.5 参照

環境省 WONDER ACTION CAFÉ わくわくワンダーランド
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ふるさと納税・恵み・くらしフェア



広場 特別企画・展示

東京湾大感謝祭2017限定メニューや魚介を使用した特別メニューな
どを販売。ご来場いただいた皆様に楽しみながら食を通じて海の恵み
を味わっていただきました。
また、“ともに生きる”をテーマにした同時開催「みんなあつまれ
2017」との特別コラボゾーンでは障がい福祉サービス事業所による
食品の販売を通じ、日頃の活動や商品をPRする場となりました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：P.6 参照

江戸前キッチンカー&みんなあつまれ広場

東京ワンダー下水道

「水循環」「暮らしと排水」「高度処理」「合流改善」「資源・エ
ネルギー」の5つのテーマからなる“見るゾーン”、ステージで下
水道についてのクイズや紙芝居を実演する“知るゾーン”、今人気
のマンホールの実物展示や光学顕微鏡、VRなどを実際に体験でき
る“体験ゾーン”によって下水道の大切さ、下水道と海の関りをご
来場いただいた皆様に学んでいただきました。

日 時 ：2017年10月21日（土）
参加人数：450名 ※クイズラリー参加者

会 場 ：赤レンガ倉庫広場
出 展 ：P.6 参照
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江戸前の恵みゾーン

国産水産物の情報発信として、江戸前の恵みや文化、漁業、資源
と生態系の保護に関する取組の紹介に加えて江戸前で獲れる水産
物の展示を行いました。
また、イカの調理実演やノリの試食、水産加工品の販売を通じて
暮らしに身近な存在である水産物のＰＲの場になりました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：P.6 参照



親子ハゼ釣り教室

親子ハゼ釣り教室は荒天のため中止となりました。

日 時：2017年10月21日（土）、22日（日）※事前申込・抽選制

会 場：集合・赤レンガ倉庫広場・（公財）日本釣振興会ブース
ハゼ釣り実釣・赤レンガプロムナード

協 力：（公財）日本釣振興会

横浜フィッシングフェスティバル 釣り大会 「哀川翔カップ」

アジとシーバス（スズキ）釣りを楽しむ大会です。あいにくのお
天気でしたが、123名の方々にご参加いただきました。アジ釣り
76名（38組）、シーバス釣り47名の方と共に哀川翔さんにも
ご参加いただき、5隻の遊漁船に乗って釣り大会を楽しんでいた
だきました。

日 時：2017年10月21日（土）※事前申込・抽選制

会 場：集合・よこはま港ビジターバース赤レンガパーク前桟橋

表彰 ・赤レンガ倉庫広場ステージ
協 力：かみや（羽田）、長崎屋（本牧）、太田屋（金沢八

景）、広島屋（山下橋）、鴨下丸（八幡橋）
特別協力：横浜市漁業協同組合、（株）つり人社

釣り企画
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釣り用品やアウトドアグッズの販売・展示、ボート展示、ボート免許ブー
スが集まるコーナーです。身近なレジャーである釣りを一人でも多くの
方々に楽しんでいただくために釣具のアウトレットセールも開催いたしま
した。

日 時 ：2017年10月21日（土）
会 場 ：赤レンガ倉庫広場
出 展 ：P.6 参照
特別協力：横浜市漁業協同組合、（株）つり人社

横浜フィッシングフェスティバル「アウトレットセール&展示」



釣り企画
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哀川翔カップ 表彰式

東京湾には沢山の魚がいて、釣りが楽しめることを多くの方々に知って
いただくことを目的に釣り好きで知られるタレント哀川翔さんのご協力
を得て今年初開催した釣り大会です。アジとシーバス（スズキ）の釣り
大会を実施し、当日は哀川翔さんから入賞者を表彰いただきました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場ステージ
賞品協力：（株）カツイチ、クレハ合繊（株）、（有）グロース

spice、五洋建設（株）、ザクトクラフト、（株）サンラ
イン、（株）シマノ、（株）下田漁具、（株）つり人社、
JUSTACE（（株）ファイブコア）、studio bell&joy、東
亜建設工業（株）、（公財）東京動物園協会 葛西臨海水
族館、halcyonSystem/Niko Design、東洋建設（株）、
（株）ハヤブサ、パワフルワーカー、マリンライセンスロ
イヤル、兵庫県洲本市、マルキュー（株）、（株）ヤマリ
ア、ヤンマー舶用システム（株）、リスト サザンビーズ
インターナショナルリアルティ、りんかい日産建設（株）、
（株）ルミカ、（株）ワールドスポーツ

Special thanks：（株）エクシード、（有）ビンゴ、エイムス、サプ
ライズ、Hapyson、横浜フィッシングフェスティバ
ル運営本部

（順不同）

海上イベント

ヘリコプターによる漂流者吊り上げ救助訓練は荒天のため中止となりました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：第三管区海上保安本部

ヘリコプターによる漂流者吊り上げ救助訓練



清掃兼油回収船べいくりんデモ

東京湾の浮遊ゴミや油を回収する、海の掃除のエキスパート
“べいくりん”のデモンストレーションを来場された皆様に
間近で見学していただきました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：関東地方整備局

海上イベント

本牧ガントリークレーン見学クルーズ

クルーズ船でキリンのような立ち姿のガントリークレーンを
間近に見る特別臨時便を運航しました。

開 催 日：2017年10月21日（土）
会 場：ピア赤レンガ
乗 船 者：4名
協 力：ポートサービス
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YOKOHAMA OPEN SUP RACE2017

YOKOHAMA OPEN SUP RACE2017は荒天のため中止となりました。

日 時：2017年10月22日（日）
会 場：レース・運河パーク、表彰式・赤レンガ倉庫広場ステージ
協 力：横浜SUP倶楽部

水上オートバイ救助活動デモ

海の安全に向け水上バイクによる救難救助訓練のデモンスト
レーションを来場された皆様に実況と共に間近で見学してい
ただきました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：第三管区海上保安本部、マリンスポーツ財団

横浜港クルーズ

クルーズ船で横浜港内を周遊する特別便を体感していただき
ました。

開 催 日：2017年10月21日（土）
会 場：ピア赤レンガ
乗 船 者：50名
協 力：（株）ケーエムシーコーポレーション



海上イベント

ボート・ヨット体験乗船会

プレジャーボートやヨットの体験乗船会を実施。船から東京湾や街を見たり、海風を感じることで東
京湾を身近に感じ、海洋レジャーの楽しさを体験いただきました。当日は荒天のため大型ボートのみ
の実施となりました。

参加人数：２017年10月21日（土） 8名
※当日受付

会 場：ピア象の鼻桟橋
協 力：関東小型船安全協会、（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会

・大型ボート ：2隻
・出 航 回 数 ：3回
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会場スタンプラリー

東京湾の再生に向け、海にいいこと、やさしいことを始
めるきっかけづくりとして、スタンプラリーを通じ、生
物多様性を守るための「MY 行動宣言」、地球温暖化対
策のための国民運動「COOL CHOICE」の普及啓発と
東京湾大感謝祭に関するアンケートを実施しました。

参加人数：2017年10月21日（土） 112名
会 場：赤レンガ倉庫広場、象の鼻パーク
協 力：環境省、（一財）日本海洋レジャー安全・振

興協会、（株）ロイヤルコーポレーション

会場全体

スタンプ台紙 アンケート



日 時：2017年10月21日（土）
会 場：赤レンガ倉庫広場 / WONDER ACTION CAFÉ2017

パビリオン内ステージ
主 催：（一財）みなと総合研究財団
後 援：国土交通省、東京都、千葉県、横浜市、川崎市、横須賀市

同時開催

沿岸域の持つサービスと沿岸環境に関する研究を、多分野の研究者に紹介
して頂きました。

日 時：2017年10月20日（金） 13:00‐17:30
会 場：横浜港大さん橋国際客船ターミナル 大さん橋ホール
主 催：国土技術政策総合研究所
参 加 人 数：282名
プログラム：

〇第１部
・東京湾沿岸の土木・産業遺産

近畿大学工学部 社会環境工学科 教授 岡田 昌彰
・ウォーターフロントの住宅を選択した住民の居住環境意識

日本大学理工学部海洋建築工学科 助手 寺口 敬秀
・神社に着目した海からの精神的恩恵の定量評価に関する検討

国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 研究官
秋山 吉寛

・東京湾における二酸化炭素吸収
静岡大学 理学部地球科学科 助教 久保 篤史

〇休憩 ＆ ポスターセッション
〇第２部

・マルハニチロのアマモ場再生活動報告
マルハニチロ株式会社 経営企画部経営戦略グループ 課長役
齋藤 麻里

・東京ガスグループ「森里海つなぐプロジェクト」
東京ガス株式会社 環境部担当課長 鍛治 由紀

・温暖化にともない藻場・サンゴ礁の生物多様性はどう変わってい
くのか
国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 特別研究員
熊谷 直喜

・東京湾を心理学する－生態系サービスへの価値志向性(ESVO)に
着目して－
東京大学農学生命科学研究科農学国際専攻 特任助教 杉野 弘明

・海外におけるEco-DRR/グリーンインフラの動向
大正大学地域構想研究所 教授／IUCN（国際自然保護連合）日本
リエゾンオフィス コーディネーター 古田 尚也

第18回東京湾シンポジウム ～沿岸域の持つサービスと沿岸環境～
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東京湾の環境に係る普及啓発、地域社会の活性化、青少年の育成等に取り
組み、東京湾の環境に係る社会貢献の実績と成果がある市民団体や民間団
体等の功績を称える賞の表彰式を行いました。

・国土交通大臣賞 ：（一財）セブンイレブン記念財団
・みなと総合研究財団理事長：よこすか海の市民会議

東京湾海の環境再生賞 授与式



同時開催

東京2020参画プログラムとして「海にいいこと、やさしいこと、考えよ
う！WONDER ACTION CAFÉ 2017」を開催いたしました。

日 時：2017年10月21日（土） 13:30‐15:00
会 場：赤レンガ倉庫広場/WONDER ACTION CAFÉ2017 

パビリオン
主 催：環境省、東京湾大感謝祭実行委員会
協 力：(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
参 加 人 数：120名
司 会 進 行：桝 太一、萩原 智子
スペシャルゲスト：哀川翔
プログラム：〇オープニングトーク

東京湾再生とオリンピックレガシーについて：
桝 太一、萩原 智子

〇プレゼンテーション
・水ケーション

-「水」を通じた「Communication」と「Education」-
森と水……私たちができること：
シドニー五輪競泳日本代表 萩原智子

・つなげよう、支えよう森里川海
森里川海のつながりのために私たちにできること：
環境省 自然環境局 自然環境計画課長 奥田 直久

・深海から観た海の不思議
有人潜水調査船「しんかい6500」パイロットが観た東京
湾や世界の海：
国立研究開発法人 海洋研究開発機構 広報部長
田代 省三

・COOL CHOICE
-未来のために、いま選ぼう- CO2を減らして海を守る：
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長 松澤 裕

・アニキから子供たちへ
-海遊びの極意伝授- 東京湾を釣って、江戸前を食らう！：
俳優、タレント 哀川 翔

〇クロストーク
海にいいこと、環境にいいことワンダー宣言！

海にいいこと、やさしいこと、考えよう！WONDER ACTION CAFÉ 2017
東京2020公認プログラム

（持続可能性）
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多数のプログラムを通じて、共生社会の理念を広めるためるためのイベントです。
みんなあつまれ2017は荒天のため中止となりました。

日 時：2017年10月22日（日）10:00‐19:00
会 場：横浜赤レンガパーク
主 催：みんなあつまれ2017実行委員会
プログラム：10月22日（日）

・みんなあつまれ2017MUSIC LIVE（11:00‐20:00）
・スポーツでみんなあつまれ！ （10:00‐17:00）
・アートでみんなあつまれ！ （10:00‐17:00）
・みんなあつまれ広場 （10:00‐19:00）

みんなあつまれ2017



交流会

官民 東京湾大交流会

東京湾大感謝祭2017に参画した関係者による交流会を催しました。主催・共催・後援・協力団体、
出展・協賛者、東京湾再生官民連携フォーラム会員等が参加し、官民、民民、官官といった組織や業
界の壁を超えた交流会となりました。

日 時：2017年10月21日（土）
会 場：象の鼻テラス
参加人数：80名

プレス取材

東京湾大感謝祭2017は会期中、以下のマスコミ各社より取材いただきました。
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テレビ 新聞 雑誌 その他

テレビ朝日 港湾新聞 つり人 Photographer WALK

テレビ神奈川 港湾空湾タイムス 釣具界 全国海苔貝類漁業

J:COM Sea BASS Magazine 協同組合連合会



来場者アンケート

来場者住所の地理的分布
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・調査内容：東京湾大感謝祭2017企画内容および環境意識
・調査期間：2017年10月21日（土）
・調査対象者：東京湾大感謝祭2017 スタンプラリー参加者
・サンプル数：112人（有効回答）
・配布：横浜赤レンガ倉庫広場、象の鼻パーク
・回収：横浜赤レンガ倉庫広場
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みんなあつまれ2017

体験会（体験乗船、ハゼ釣りなど）

江戸前キッチンカー

東京湾大感謝祭2017ステージ…

東京ワンダー下水道

江戸前の恵みゾーン

横浜フィッシングフェスティバル…

WONDER ACTION CAFÉ…

東京湾の再生に関する展示

ふるさと納税・恵み・くらしフェア

Q1:どの企画が楽しかったですか？

はい
89%

いいえ
6%

未回答
5%

Q2:環境への意識の変化はありましたか？

はい いいえ 未回答

（人）
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Q3:今後できそうなこと・してみたいこと
・ 省エネ。
・電気をこまめに消す。
・ LEDに変える。
・ 下水道に流す水をなるべくきれいに。
・ 公共の乗り物にたくさん乗る。
・エコラベルを選ぶ。
・ゴミを減らす。
・川を汚さない。
・ リサイクルできるものはリサイクルする。
・ご飯を残さず食べる。
・ゴミを持ち帰る。
・海に行く。
・ エコ活動。
・ゴミの分別。
・環境に優しい洗剤を使う。
・地産地消なご飯を食べる！
・ 海岸のゴミ拾い。
・ 小さなことから1つずつ。公共交通機関の利用促進やノーポイ運動等を行っていきたいと思います。

※一部抜粋



お
問
合
せ

東京湾大感謝祭2018

次回開催案内

出展・協賛に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

■催 事 名：東京湾大感謝祭2018

■会 期：2018年10月18日（木）、20日（土）〜21日（日） 10：00～17：00
※18日（木）は午後より東京湾シンポジウムのみ
※21日（日）は午後4時30分まで

■会 場：横浜赤レンガ倉庫、大さん橋ホールおよび周辺海上

■主 催：東京湾大感謝祭実行委員会

■共 催：国土交通省関東地方整備局 環境省 横浜市 東京湾再生官民連携フォーラム
（一財）みなと総合研究財団 東京湾の環境をよくするために行動する会
横浜港ボート天国推進連絡協議会

■後 援：東京湾再生推進会議 文部科学省 海上保安庁 水産庁 国土交通省関東運輸局
（国研）海洋研究開発機構 （国研）水産研究・教育機構 埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 さいたま市 千葉市 川崎市 横須賀市 横浜港運協会
（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー （一社）横浜港振興協会
FMヨコハマ 経団連自然保護協議会 （公財）日本釣振興会
（一社）日本マリン事業協会 （一財）日本海洋レジャー安全・振興協会

（予定・2017年実績）

■出展・協賛について
東京湾大感謝祭実行委員会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館5F（株式会社スリービー内）
TEL:03-5805-1059 FAX:03-5805-1058 E-mail: tbsaisei@threeb.co.jp
URL: http://www.tbsaisei.com/fes/

■東京湾再生官民連携フォーラムについて
東京湾再生官民連携フォーラム事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第2虎の門電気ビル4F（一般財団法人みなと総合研究財団内）
TEL:03-5408-8298 E-mail: office@tbsaisei.com


