
■催 事 名：東京湾大感謝祭2018

■会 期：2018年10月18日（木）、20（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、横浜赤レンガ倉庫周辺海上
（象の鼻パーク、運河パーク、赤レンガプロムナード）

■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）日本釣用品工業会、
（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、
日本内航海運組合総連合会、（公財）海技教育財団、（独）海技教育機構、
（公社）日本水難救済会、UMI協議会

開催結果報告



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、
レジャー（ボート・釣具・アウトドアグッズ）や江戸前フード、地域物産の展示・販売、乗船体験や釣り
教室、SUPレース、海の救難救助デモ、水上飛行機離着水など、さまざまなイベントやワークショップが
催され、10万5千名が参加しました。

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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開催結果概要
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■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16時30分まで

■会 場 ： 横浜赤レンガ倉庫広場、大さん橋、周辺海上（ピア象の鼻、赤レンガプロムナード、
運河パーク、京浜港ドック）

■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）日本釣用品工業会

（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 UMI協議会
日本内航海運組合総連合会 （公財）海技教育財団 （独）海技教育機構 （公社）日本水難救済会

■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 神奈川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 （株）横浜八景島
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）
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 （株）つり人社 NPO法人海辺つくり研究会
NPO 法人海の森・山の森事務局 横浜SUP倶楽部 ハマの海を想う会

■天 候 ： 2018年10月18日（木）曇、20日（土）晴、21日（日）晴

■来場者数 ： 10万5千名／3日間

■出 展 者 ： 全166小間／154社・団体

■ステージ ： 全29プログラムを実施
※主なプログラム：オープニングセレモニー、海の学び場、
BLUE CAMPライブ、女子船員トークショー

■展示企画 ： 全9企画を実施
東京湾再生、江戸前の恵み、東京ワンダー下水道、レジャー、
WONDER ACTION CAFÉ＆国際サンゴ礁年2018、江戸前キッチンカー、BLUE CAMP、
ふるさと納税・恵み・くらしフェア、横浜フィッシングフェスティバル

■海上イベント： 全10プログラムを実施。：
水上飛行機離着水、海の救助訓練、清掃兼油回収船べいくりんデモ、帆船みらいへ体験航海、
親子ハゼ釣り教室、ボート・ヨット体験乗船会、インナーハーバーSUPレース、
横浜クルーズ、本牧ガントリークレーン見学クルーズ、江戸前屋形船

■サテライト企画：京浜港ドック見学会＆海の潜水士デモンストレーション 参加人数・469名

■大さん橋ホール同時開催： 2018年10月18日（木） 東京湾シンポジウム 参加人数・273名

■広場展示同時開催： 2018年10月20日（土） WONDER ACTION CAFÉ 参加人数・250名
※東京2020公認プログラム（持続可能性）

■取 材 ： 15社（テレビ2社、新聞6社、雑誌3社、その他4社）



実行委員
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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・市民活動 岡田 知也

4 釣り 鈴木 康友

5 海上安全 榎本 雄太

6 船舶・ツーリズム 峰本 健正

7 船舶・ツーリズム 小林 久幸

8 クルーズ 森 信哉

9 海事WG 野間 清二

10 海上イベント 中村 貢

11 ボランティア 村野 隆一

12 江戸前 冨樫 真志

13 江戸前 牧野 光琢

14 海洋情報 冨山 新一

15 下水道 末久 正樹

16 下水道 伊勢 智幸

17 ライフスタイル変革 岡野 隆宏

18 ライフスタイル変革 古田 さゆり

19 地球温暖化対策 竹田 智宏

no. 役割 氏名

20 東京港・臨海副都心 羽田 昭広

21 東京港・臨海副都心 羽沢 幸司

22 海中活用 米澤 徹哉

23 展示 三橋 和也

24
港湾

（港湾・関連調整）
中﨑 剛

25
港湾

（港湾関連調整）
成川 和也

26
港湾

（港湾関連調整）
鈴木 純

27
港湾

（港湾関連調整）
舟橋 香

28
共催

（開催地調整）
鹿志村 兼貴

29
共催

（開催地調整）
加藤 裕隆

30
共催

（開催地調整）
小笠原 愛

31
共催

（関東地区調整）
野口 孝俊

32
共催

（関東地区調整）
林田 善久

33
共催

（関東地区調整）
佐藤 慶祐

34
共催

（関東地区調整）
高橋 小夜佳

35
共催

（会員調整）
間瀬 範幸

36
共催

（会員調整）
中島 正雄

37 監事 今井 常夫

38 事務局 吉野 生也



天候

■ 10万5千名／3日間

来場者数

■ 2018年10月18日（木）曇り
2018年10月20日（土）晴れ
2018年10月21日（日）晴れ
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開催エリアマップ



赤レンガ広場倉庫会場図・出展者一覧
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■108小間／98社・団体

第 会場①
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大さん橋ホール庫会場図・出展者一覧
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■58小間／56社・団体



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11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 ：
ESR（株）、（株）アスカ、（一財）海域環境研究機構、
（株）銀座サクラヤ、（株）クルー・エレテック、
（株）シマノ、清水建設（株）、日本ミクニヤ（株）、
藤木企業（株）、三井不動産（株）、
リビングワークス（株）
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■21プログラムを実施。赤レンガ倉庫広場ステージ①
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■特設会場ステージ 8プログラムを実施。

P.10

赤レンガ倉庫広場ステージ②



■18プログラムを実施。大さん橋ホールステージ
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第1会場 広場イベント

オープニングセレモニー

東京湾大感謝祭2018オープニングセレモニーでは、ご来賓とし
て阿達雅志 国土交通大臣政務官、朝日健太郎 東京湾の環境を
よくするために行動する会（参議院議員）、正田寛 環境省自然
環境局長、平原敏英 横浜市副市長、藤木幸太 横浜港ボート天国
推進連絡協議会（横浜港運協会副会長）にご挨拶をいただきまし
た。

また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 ：ハマの海を想う会
・みなと総合研究財団理事長賞：マルハニチロ株式会社

たてやま海辺の鑑定団

日 時 ： 2018年10月20日（土）
会 場 ： 赤レンガ倉庫広場ステージ

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。そこで、汽笛を一斉に鳴らすことで、海への感
謝の気持ちを、港に泊まる船と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：2018年10月20日（土）、21日（日）の両日正午
会 場：赤レンガ倉庫広場ステージ

阿達雅志 国土交通大臣政務官 司会・桝太一 東京湾再生アンバサダー 東京湾海の環境再生賞表彰式
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朝日健太郎 参議院議員 正田寛 環境省自然環境局長 平原敏英 横浜市副市長 藤木幸太 横浜港運協会副会長
（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）
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東京湾の保全活動や水産多面的機能発揮対策、水産資源と海にやさ
しい漁業を応援する取組（ＭＥＬ）の紹介をしました。また、イカ
の調理実演や試食、東京湾の魚介類の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：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出展者：6ページ参照

江戸前の恵みゾーン

第1会場 広場イベント

江戸前を知ろう食べよう！

（一社）大日本水産会 早武忠利課長による「家でも簡単に作れ
る！魚の塩釜焼き」プログラムでは、包丁を使わない魚のさばき方
を実演しながら、魚を楽しみながら食べる塩釜焼の作り方を説明し
ました。また、魚の栄養や持続可能な漁業の紹介を通して、東京湾
をはじめとする全国の魚介類の魅力を来場者に伝えました。

日 時 ： 201８年10月2０日（土）、2１日（日）
会 場 ： 赤レンガ倉庫広場ステージ
協 力 ： （一社）大日本水産会、（一社）マリン・エコラベ

ル・ジャパン協議会、江戸前ブランド育成ＰＴ

「下水道」って「驚き！」 ～東京WONDER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」「体験」の6つのゾーンで下水道の取組みを紹介し
ました。マンホールの実物展示や顕微鏡を使用した微生物の観察、
クイズなどを通じ、東京湾の水循環を支える下水道の取組みをご
来場いただいた皆さんに学んでいただきました。

参加人数：2018年10月20日（土）、21日（日）約1900名
※クイズ参加者

会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：5ページ参照

アンダー ワンダー 湾だー
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かつての東京湾の姿と今の姿が分かる資料や、東京湾の生き物、
東京湾の環境，インスタ写真スポットとしてベカ舟&大漁旗、
東京湾再生官民連携フォーラムの活動報告等を展示しました。
子供から大人まで楽しみながら学べる環境学習コーナーや参加型
ワークショップ等が一同に体感・体験できる「海の学び場」を
催しました。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場 A-05
出展者：17社・団体

よこすか海の市民会議、神奈川県立海洋科学高等学校、
科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」、
NPO法人海の森・山の森事務局、横浜市立幸ヶ谷小学校、横浜市立みなとみらい本町小学校、
ハマの海を想う会、東京港水中生物研究会、横浜市八聖殿郷土資料館、NPO21世紀水倶楽部、
千葉県環境研究センター、神奈川県環境科学センター、活き活き東京湾研究会、
（公社）日本水環境学会 身近な生活環境研究委員会、
東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物対策課、東京湾再生推進会議、
東京湾再生官民連携フォーラム（モニタリング推進PT、生き物生息場つくりPT、
東京湾の窓PT、東京湾パブリック・アクセス方策検討PT、浅瀬再生実験PT、
東京湾での海水浴復活の方策検討PT、指標活用PT）

海の学び場

第1会場 広場イベント

第1会場 海上イベント

海上保安庁の海猿（特殊救難隊）のみなさんによるヘリコプターに
よる水難者の救難救助デモンストレーションを行いました。

日 時：2018年10月20日（土）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：海上保安庁特殊救難隊

海の救助訓練
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東京湾大感謝祭2018の特別便として、横浜を遊覧するクルーズと、本牧ふ頭のガントリークレーンを
見学する遊覧クルーズが運航されました。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：（株）ケーエムシーコーポレーション、

（株）ポートサービス

横浜クルーズ&本牧ガントリークレーン見学クルーズ

第1会場 海上イベント

東京湾には、大小様々なゴミが浮遊しています。ペットボトルやビン・カン、レジ袋、はては家電など。
これらの浮遊ゴミや油の回収を行っている清掃兼油回収船「べいくりん」による漂流ゴミ回収のデモン
ストレーションを行いました。

日 時：2018年10月20日（土）
会 場：赤レンガ倉庫前海域
協 力：国土交通省関東地方整備局

東京湾の美しさを守り続ける清掃兼油回収船「べいくりん」デモンストレーション
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海に囲まれた日本の魅力をこれまで以上に多くの方々に伝えるために「日常では体験できない特別な
ツーリズム」の実証実験として、東京湾では80年ぶりとなる水陸両用機の離着水デモを行いました。

・日 時：2018年10月21日（日）
10：20 静岡空港発
11：35 横浜港着水 赤レンガパーク前面海域にて機体展示
11：50 横浜港離水
12：35 静岡空港着

・会 場：赤レンガ倉庫前海域
・飛行機：QUEST式KODIAK100型水陸両用機JA０７TG
・協 力 ：（株）せとうちSEAPLANES

サプライズ特別企画 「水陸両用機がやって来る！ 東京湾にシープレーン登場♪」

第1会場 海上イベント

・10月21日（日）

10：20

静岡空港発

11：35

横浜港着水

機体展示

11：50

横浜港離水

12：35

静岡空港着
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「未来に向け、海をもっと面白く。」をテーマにアウトドアの楽し
さや自然の豊かさを伝えるスペシャルプログラムとして初開催しま
した。展示・アウトレット、アーティストライブ、カフェなどが催
されました。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：大さん橋ホール
出展者：7ページ参照

BLUE CAMP   新企画！

第2会場 大さん橋ホールイベント

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：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：大さん橋ホール
出 展：7ページ参照

ふるさと納税・恵み・くらしフェア
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釣り具、アウトドアグッズの展示・販売コーナーや、釣り場
としての東京湾のトークショーなどを通じ、身近な外遊びで
ある釣りの紹介を行いました。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：大さん橋ホール
出 展：7ページ参照

横浜フィッシングフェスティバル

第2会場 大さん橋ホールイベント

東京湾の再生に向け、海への興味喚起に狙いに、風力と人力を動力
とする究極のエコシップ・帆船での体験航海を行いました。
※10月20日（土）の帆船みらいへでの撮影会は西日本の天候の影

響により中止。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：大さん橋Eバース
協 力：一般社団法人グローバル人材育成推進機構
体験航海参加者：218名／2日間
・10/20（土）
第①便（17:30～19:00） 27名 第②便（19:30～21:00） 0名 ※雷雨のため欠航
・10/21（日）
第③便（09:00～10:30） 6名 第④便（11:00～12:30） 39名
第⑤便（13:00～14:30） 62名 第⑥便（15:00～16:30） 57名
第⑦便（17:30～19:00） 27名

帆船みらいへ撮影会&体験航海

第2会場 大さん橋 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。

日 時：２018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：ピア象の鼻
参加人数：136名/2日間
協 力：（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会
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第3会場 象の鼻パーク 海上イベント

親子ハゼ釣り教室

江戸前のハゼを釣ってみたい！釣り初体験の親子の方々を対象にハゼ釣り教室を開催しました。経験豊
富なスタッフのアドバイスのもと、お天気にも釣果にも恵まれ沢山の笑顔が赤レンガプロムナードにあ
ふれました。

日 時：2018年10月20（土）、21日（日）
会 場：赤レンガプロムナード
参加人数：96名 ※事前申込・抽選制

協 力：（公財）日本釣振興会

第4会場 赤レンガプロムナードイベント

船種 20日（土） 21日（日） 小計

ヨット乗船者数（1隻） 19 21 40

ボート（2隻） 47 49 96

小計 66 70 136

項目 20日（土） 21日（日） 小計

参加者数 45 51 96

小計 45 51 96



土木遺産の文化的価値の評価や地域・社会の皆様への理解を深めていただくために、国土交通省関東地
方整備局が所有する「京浜港ドック」（横浜市神奈川区）の見学会を実施しました。

京浜港ドックは、１９２６年（大正１５）に完成した、大型ケーソンを製作するドライドックで、近代
横浜港の整備に大きな役割を果たしました。平成２９年９月には、土木学会選奨土木遺産にも認定され
ました。見学会では、関係者以外の立ち入りが制限されている歴史的な建造物を間近で見ることができ
ます。見学会と同時に、海水を注水したドック内で潜水士による潜水作業のデモンストレーションを実
施しました。

日 時：2018年１０月２０日（土）、２１日（日）
会 場：京浜港ドック（横浜市神奈川区山内町１－２）

※東京湾大感謝祭2018会場より無料連絡バスを運行。

京浜港ドック見学会＆海の潜水士デモンストレーション

第5会場 運河パーク 海上イベント

YOKOHAMA OPEN SUP RACE 2018

横浜を代表する美しいみなとインナーハーバー地区で「YOKOHAMA OPEN SUP RACE2018」
を開催いたしました。男女別の個人戦と団体戦のDRAGON SUPレース、今年はSUPヨガも開催。沿
道から多くの方に熱い声援をいただきました。
日 時：2018年10月21日（日）
会 場：レース・運河パーク、表彰式・赤レンガ倉庫広場WONDER ACTION CAFÉパビリオン
参加人数：レース53名、ヨガ18名
協 力：横浜SUP倶楽部

サテライト会場 海上イベント

粋でいなせに屋形船から東京湾に感謝！
江戸前と言えば寿司、天ぷら。粋に一杯やりながら乗
り合わせた皆さんと共に海に良いことや、やさしいこ
となどを楽しくおしゃべりいただく海に感謝する江戸
前屋形船が東京湾大感謝祭2018の特別企画として運
行されました。
・会 期：2018年10月21日（日）
・乗船場：弁天橋乗り場
（横浜市中区桜木町1-101-1ワシントンホテル裏）
・参加人数：34名
・企画協力：屋形船はまかぜ、横浜の野毛を楽しむ会

江戸前屋形船
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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 2018」を開催いたしました。

日 時：2018年10月20日（土） 13:30‐15:00
会 場：赤レンガ倉庫広場 WONDER ACTION CAFÉ 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：250名
司 会 進 行：総合司会・桝 太一、萩原 智子、特別ゲスト・哀川翔
プログラム：
・子供たちからのメッセージ：

幸ヶ谷の海・横浜市立幸ヶ谷小学校 4年生、環境委員会
・漁業を通じてみる東京湾の今 ～シャコ漁を例に～：

神奈川県水産技術センター 岡部 久
・生き物のつながりと変化を観てみよう

環境省自然環境局自然計画課保全再生計画官 岡野 隆宏
・未来の天気予報を見て、今日からみんなでCOOL CHOICE：

地球温暖化防止トップコミュニケーター 藤森 涼子
・自然が大好きアニキが語る「都市の海・東京湾と釣り・さかな！」

タレント、釣り人 哀川 翔
・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 CAFE
東京2020公認プログラム

（持続可能性）
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沿岸域の環境改善に活用できるIT等の「新しい技術」や今後の環境改善を
考える上で鍵となる「新しい考え方」について、多分野の方に紹介をして
いただきました。

日 時：2018年10月18日（木） 13:00‐17:30
会 場：大さん橋ホール
主 催：国土交通省 国土技術政策総合研究所
後 援：東京湾再生官民連携フォーラム、

東京湾の環境をよくするために行動する会
参 加 人 数：273名
プログラム：
・ブルーカーボンの可能性と社会実装への展開

東京大学大学院新領域創成科学研究科 佐々木淳
・環境DNAを活用した新しい海草モニタリング手法に向けた取り組み

大成建設技術センター社会基盤技術研究部 高山百合子
・人工衛星データによる沿岸環境モニタリング技術の現状と今後の展望

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 比嘉紘士
・機械の目による底生生物とアマモ場の抽出

国研 海洋研究開発機構(JAMSTEC) 山北剛久
・沿岸の生物や物質の分布・移動を把握するために役立つ情報源

－寄生虫，耳石，糞
国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部 秋山吉寛

・東京２０２０大会に向けた海上公園の取組
東京都港湾局臨海開発部海上公園課 坂下智宏

・内陸起源の発生土を活用した東京湾の底質改善
国土交通省関東地方整備局港湾空港部 野口孝俊

・沿岸漁業と環境計測
公立はこだて未来大学マリンIT・ラボ 和田雅昭

・沿岸域の環境改善とSDGs
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 小坂真理

第19回東京湾シンポジウム ～沿岸域の環境改善に向けた新しい技術・考え方～



交流会

官民 東京湾大交流会

東京湾大感謝祭2018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：2018年10月20日（土）
会 場：象の鼻テラス
参加人数：117名

プレス・メディア

東京湾大感謝祭2018は以下のマスコミ各社より取材、記事掲載いただきました。

・テレビ：テレビ朝日、J:COM
・ラジオ：FMヨコハマ
・新 聞：読売新聞、日刊スポーツ、スポーツ報知、東京新聞、神奈川新聞、港湾新聞、海事新聞、

港湾空港タイムス
・雑 誌：KAZI、ボート倶楽部、つり人、GARVY、LURE MAGAZINE SALT
・WEB ：ヤフーニュース、LINE NEWS、BIGLOBEニュース、Deview（オリコン）、

exciteニュース、JIJI.COM、News Walker、つり人オンライン、TSURI HACK、
ニコニコニュース、カナコロ、ツイナビ、ENTAME-MATOME、idol scheduler、
togetter.com、OTOTOY、Eventernote、SUGER PRESS、KOUWAN PRESS、
Boaters、釣りTiki東北、いこーよ

また以下の交通・屋外広告を行いました。

・交通広告 ：京浜急行電鉄（中吊り、駅中ポスター）、東京急行電鉄（中吊り）
・観光案内所：横浜駅観光案内所、桜木町駅観光案内所、新横浜駅観光案内所

横浜観光コンベンション・ビューロー（サイネージ、ポスター、
チラシ）※横浜・横浜観光コンベンション・ビューローはサイネージなし。
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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、地球温暖化対策のための国民運動
「COOL CHOICE」、生物多様性を守るための「MY 行動宣
言」と東京湾に関するアンケートを含めたスタンプラリーを
実施しました。

日 時：2018年10月20日（土）、21日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場、大さん橋ホール、ピア象の鼻、

赤レンガプロムナード
協 力：つりビット、Blue Earth Project、

（公財）日本釣振興会、（一財）日本海洋レー・安全振興協会

WONDER ACTION スタンプラリー
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来場者による東京湾再生へのアクション

来場者アンケート

・調査内容：東京湾大感謝祭2018企画内容および環境意識
・調査期間：2018年10月20日（土）～10月21日（日）
・調査対象者：東京湾大感謝祭2018 スタンプラリー参加者
・サンプル数： 1478人（有効回答）
・配布：横浜赤レンガ倉庫広場、大さん橋ホール、ピア象の鼻、赤レンガプロムナード

～10代

24%

20代

7%

30代

16%
40代

22%

50代

15%

60代

9%

70代～

5%

未回答

2%

年齢

男性

42%

女性

55%

未回答

3%

性別



来場者アンケート

来場者住所の地理的分布
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はい
86%

いいえ
5%

未回答
9%

質問：このイベントを通して、「環境（地球温暖化や生物多様性、

森里川海の恵み）」への意識の変化はありましたか？



来場者アンケート
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質問：今後、地球温暖化を防ぎ、森里川海の恵みを受け続けるために、できそうなこと・
してみたいことを具体的にお添えてください。 ※一部抜粋

• 節約する。
• 無駄なことはしない
• 節電
• ゴミを減らす
• ペットボトルの再利用
• ビニール袋を使わない
• 仕事柄フロンガスを使用または、充填するため、しっかり法令順守したいと思います。
• 皆が環境について考える
• 水を大切にする（節水）
• プラ製品を少なくする
• 無駄なものを買わない
• 食品ロスを無くす
• 近い距離は歩きで車よりバスで移動する。
• Blue Earth Projectの活動をもっと積極的にやりたい。
• 釣場のごみ拾い
• プラスチックごみを減らす
• アイドリングストップ
• 自転車・電車を使う
• マイボトル
• CO2を減らす選択をする
• リサイクル・リユース
• 油や家庭からの雑排水の処理をしっかりする。
• 森を守りたい
• エコバック
• ゴミの分別
• 海岸のごみ拾い
• 気にかけて汚さないこと
• 3Rを頑張る
• 食べ残しをせず食材を使い切る
• ゴミを拾う
• 自然エネルギーの活用
• まずは、水質汚染しないよう排水を気を付ける
• 使い捨てを減らす
• ビニールの廃止
• 川や海を汚さない
• ポイ捨てをしない
• 地産地消
• 何も出来ないが問題を覚えておきます。
• 海を守る
• マイクロプラスチックを減らす
• こういったイベントに参加する
• 資源の活用
• 排気ガスを少なくする
• レジ袋を有料化＋一時金・紙類への課税
• エコな生活を心掛ける
• 植林活動
• エアコンの利用を減らす
• クールチョイスをしていきたい
• 生ごみの始末



東京湾大感謝祭2018 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2018 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2018 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2018 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2018 ギャラリー

東京湾大感謝祭2019

次回開催案内

■催 事 名：東京湾大感謝祭2019

■会 期・会場：第1会期
2019年10月17日（木）、19日（土）～20日（日）
大さん橋ホール

第2会期
2019年10月26日（土）～27日（日）
横浜赤レンガ倉庫および周辺海上
（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

（予定・2018年実績）
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問
合
せ

■東京湾大感謝祭について
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

■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 office@tbsaisei.com

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。


