
■催 事 名：東京湾大感謝祭2019

■会期・開場：第1会期
・会期：2019年10月17日（木）、19日（土）～20日（日）
・会場：横浜港大さん橋ホール
※17日（木）は午後より東京湾シンポジウムのみ
※19日（土）は10：00～19：00、20日（日）は10：00～17：00にBLUE CAMP
第2会期
・会期：2019年10月26日（土）～27日（日）
・会期：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、第二海堡）
※26日（土）は10：00～17：00、27日（日）は10：00～16：30に東京湾大感謝祭

■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、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

■特 別 協 力：環境省

■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、（一社）日本マリーナ・ビーチ協会、
（公財）日本海事広報協会、（一社）日本旅客船協会

開催結果報告

2019
2019

東京湾周辺住民3000万人との世界共通の持続可能な開発目標(SDGs）の達成に向けて、

海にいいこと、やさしいこと、はじめよう!



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。

今年の東京湾大感謝祭では、東京湾周辺住民3000万人との世界共通の持続可能な開発目標（SDGs）の
達成に向け、「海にいいこと、やさしいこと、はじめよう!」をテーマに、SDGs推進活動や環境技術、
エコ製品などの紹介、レジャー（観光・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
やワークショップを催し、10万1千名の方々にご来場いただきました。

また、開催にあたりご来場・ご出展いただく皆様に身近に行えるエコ行動の普及啓発として、ワンウェイ
のプラスチックの使用を避けることや、マイボトル・マイバックの持参を公式サイトや公式facebookな
どで呼びかけ、海洋プラスチックごみ対策や地球温暖化対策への協力を促しました。

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あげます。

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2019

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

※17日（木）は午後より東京湾シンポジウムのみ
※19日（土）は10：00～19：00、20日（日）は10：00～17：00にBLUE CAMP

第2会期
・会期：2019年10月26日（土）～27日（日）
・会期：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、第二海堡）
※26日（土）は10：00～17：00、27日（日）は10：00～16：30に東京湾大感謝祭

■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 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

■特別協力：環境省

■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
UMI協議会 （一社）日本マリーナ・ビーチ協会 （公財）日本海事広報協会
（一社）日本旅客船協会

■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）
横浜ベイサイドマリーナ（㈱） （株）ロイヤルウイング （株）ポートサービス はまかぜ
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 NPO法人海辺つくり研究会
（株）つり人社 NPO法人Blue Earth Project NPO法人海の森・山の森事務局
NPO法人東京湾海洋倶楽部 横浜SUP倶楽部 ハマの海を想う会

■天 候 ：2019年10月17日（木）曇、19日（土）曇、20日（日）晴、26日（土）晴、27日（日）晴

■来場者数 ：10万1千名／5日間

■出 展 者 ：全277小間／247社・団体

■ステージ ：全35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、
東京ワンダー下水道、魚の塩釜焼、東京湾はエンターテイメント、BLUE CAMPライブ

■展示企画 ：全9企画を実施
SDGs東京湾、江戸前の恵み、東京ワンダー下水道、レジャー・ツーリズム、
WONDER ACTION CAFÉ、江戸前角打ち＆キッチンカー、TOKYO ONE CRAFT
ふるさと納税・物産・くらしフェア、BLUE CAMP

■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、第二海堡モニターツアー、
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、
赤レンガCafé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

■取 材 ：20社（テレビ2社、新聞7社、雑誌5社、その他6社）



実行委員

P.3

No. 役割 氏名 No. 役割 氏名

1 委員長 田久保　雅己 19 資源循環 村岡　良介

2 PT長 木村　尚 20 海中活用 米澤　徹哉

3 研究・市民活動 岡田　知也 21 展示 三橋　和也

4 釣り 鈴木　康友 22
港湾

（港湾・関連行政調整）
松良　精三

5 海上安全 榎本　雄太 23
港湾

（港湾関連行政調整）
成川　和也

6 船舶・ツーリズム 小林　久幸 24
港湾

（港湾関連行政調整）
長谷川　はる香

7 港湾技術 森　信哉 25
港湾

（港湾関連行政調整）
舟橋　香

8 海事 野間　清二 26
共催

（広報、開催地調整）
有路　益義

9 海上イベント 中村　貢 27
共催

（広報、開催地調整）
伊藤　梓

10 ボランティア運営 村野　隆一 28
共催

（広報、開催地調整）
中村　慶子

11 埋立浚渫 山中　紀一 29 共催（来賓、関東地区行政調整） 入澤　一明

12 江戸前 牧野　光琢 30 共催（来賓、関東地区行政調整） 今 　隆之

13 江戸前 小林　秀之 31 共催（来賓、関東地区行政調整） 佐藤　慶祐

14 海洋情報 冨山　新一 32
共催

（会員拡大、会員調整）
間瀬　範幸

15 下水道 末久　正樹 33
共催

（会員拡大、会員調整）
中島　正雄

16 下水道 伊勢　智幸 34
共催

（会員拡大、会員調整）
押田　和雄

17 東京港・臨海副都心 羽田　昭広 35 監事 今井　常夫

18 東京港・臨海副都心 萬年　孝 36 事務局 吉野　生也



天候

■ 10万1千名／5日間

来場者数

■ 2019年10月17日（木）曇
2019年10月19日（土）曇
2019年10月20日（日）晴
2019年10月26日（土）晴
2019年10月27日（日）晴
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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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■132社・団体／148小間

第2会期
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大さん橋ホール庫会場図・出展者一覧
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■66社・団体／ 80小間



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15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㈱、日本ミクニヤ㈱、三井不動産㈱、清水建設㈱、
（一財）海域環境研究機構、藤木企業㈱、横浜港埠頭㈱、
キリンビール㈱、大和ハウス工業㈱、㈱エフピコ、
㈱セブン＆アイ・ホールディングス、株式会社二木、
㈱Yogibo Japan、大塚食品㈱、神奈川トヨタ自動車㈱、
TRUE SPIRIT
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■23プログラムを実施。赤レンガ倉庫広場ステージ
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■特設会場ステージ 15プログラムを実施。
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赤レンガ倉庫広場トークショー



■12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（第2会期）

オープニングセレモニー

東京湾大感謝祭2019オープニングセレモニーでは、ご来賓とし
て門博文 国土交通大臣政務官、秋元司 衆議院議員、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）、鳥居
敏男 環境省自然環境局長、平原敏英 横浜市副市長にご挨拶をい
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「東京湾海の環境再生
賞」の表彰式を行いました。
・国土交通大臣賞 ：「ザ！鉄腕！DASH！！」

企画コーナー「DASH海岸」
・みなと総合研究財団理事長賞：東京ガス株式会社

そして国民の「魚離れ」を食い止めるため、魚食文化の普及・伝
承に努めている方々を「お魚かたりべ」として水産庁長官が任命
する任命式を行いました。
・「お魚かたりべ」代表者：桝太一氏

日 時 ： 2019年10月26日（土）
会 場 ： 赤レンガ倉庫広場ステージ

開催両日の正午に汽笛を鳴らし、海への感謝と安全の願いを港に泊
まる船と会場にご来場いただいた方々と共に表しました。
日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）両日正午
会 場：赤レンガ倉庫広場ステージ
協 力：関東地方整備局（べいくりん）、東京湾水先区水先人会

（按針101・102・103）、日本郵船(株)横浜支店
（氷川丸）、横浜水上警察署（あしがら、つるぎ）、
株式会社ロイヤルウイング（ロイヤルウイング）
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門博文 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 保科正樹 水産庁次長お魚かたりべ任命式

秋元司 衆議院議員 朝日健太郎 参議院議員 鳥居敏男 環境省自然環境局長 平原敏英 横浜市副市長

来賓登壇

東京湾海の環境再生賞表彰式

海への感謝と安全祈願！みんなで一斉汽笛♪
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第1会場 広場イベント

江戸前を知ろう食べよう！

江戸前ブランド育成PT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 ： 2019年10月26日（土）、27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

第1会場 広場イベント（第2会期）

東京湾大感謝祭では、今年より周辺住民3,000万人との
世界共通の持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け、企業・
団体・行政・市民の「SDGs」の発表や交流の場としてSDGs東京
湾コーナーを催しました。シーンを3つに分けることで、海と私た
ちのライフスタイルや自然・気候変動との関わり方をSDGsのゴー
ルと照らし来場者に分かりやすく訴求しました。

日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場 T-01～07
出展者：6ページ参照

SDGs東京湾

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。東京湾の歴史や文化、マイクロプラスチックの現状、
生き物の生態などをご来場いただいた方々に体感いただきました。

日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場 T-08
出展者：17社・団体

海の学び場



第1会場 広場イベント

SDGs東京湾テーマ展示 リサイクジラ（資源循環普及啓発ロボット型オブジェ）

SDGs東京湾テーマ展示では、「海ごみとわたしたちのライフス
タイル」をシーンとしたオブジェを作成・設置し、資源循環の重
要性を来場者に普及啓発しました。

未来からやって来たロボット型「リサイクジラ」は、来場者が捨
てるペットボトルをごみではなく資源として回収。来場者はペッ
トボトル本体とキャップ、包装プラスチックに分別し、ペットボ
トル本体は「リサイクジラ」へ、キャップと容器包装プラスチッ
クは個別に回収ボックスに投入。

親しみのある「リサイクジラ」には、お子さんだけでなく、多く
の来場者が関心を寄せ、海のごみの現状や、資源循環の重要性を
考え行動するきっかけを提供しました。

また会期終了後は回収したペットボトルを資源循環させるために
リサイクルし、その一部よりプラスチック容器を製造しました。

・企画・運営：Rio ＆ Sanpa with ハマ海会
・協力：株式会社エフピコ
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ペットボトルからできたペレット ボトルtoトレー再生製品キャップと容器包装も分別回収

ペットボトルを資源として回収

SDGs東京湾テーマ展示 SHOGENコラボ・オリジナルTOKYO WONDER Tシャツ・義援金

「生きるのって、楽しい！」を描く ペンキ画家SHOGENさんによるライブペイントでは,東京湾や
海洋ごみ対策への想いを描いていただきました。また会場では、SHOGENさんとのコラボによるオ
リジナルTOKYO WONDER・Tシャツを販売しました。Tシャツ販売の売上の一部は東京湾周辺を
襲った台風の義援金として「24時間テレビ愛は地球を救うチャリティー（日本テレビ）」に寄付し
ました。

SHOGENさんによるライブペイント TOKYO WONDER 24時間チャリティーに
Tシャツを着る桝さん 義援金を寄付
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第1会場 広場イベント

「ものづくりからのBluemessage」をテーマに、インテリア、
ファッション、アート、アクセサリーなどハンドメイドで創られ
たオリジナリティ溢れる作品を展示・販売し、創る楽しさ、手に
取る喜びをご来場いただいた皆様と共に体感していただきまし
た。

日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場・TOKYO ONE CRAFTエリア
出展者：49団体

TOKYO ONE CRAFT

第1会場 広場イベント（第2会期）

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、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を行いました。

日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出展者：5ページ参照

江戸前の恵みコーナー

「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」の5つのゾーンや顕微鏡を使用した微生物
の観察などの体験ゾーンを設け、クイズなどを通じ、東京湾の水
循環を支える下水道の役割や取組みなど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：2019年10月26日（土）、27日（日）約2500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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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：2019年10月26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

ふるさと納税・物産・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：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出展者：5ページ参照

ふるさと納税・物産・くらしフェア

第1会場 広場イベント（第2会期）

第1会場 海上イベント（第2会期）
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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：2019年10月26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

東京湾大感謝祭2019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：2019年10月26日（土）、27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

赤レンガCaféクルーズ&本牧ガントリークレーン見学クルーズ

横浜を発着する第二海堡へのツアー実現の可能性を検
討するため、 観光客のニーズや満足度を把握するこ
とを目的として東京湾大感謝祭2019限りでツアーを
実施しました。参加した方からは、「期待以上でし
た」「第二海堡の歴史やロマンをじかに体験できまし
た」「案内ガイドで好奇心をかき立てられました」な
どの感想が聞かれました。

日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）
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
参加人数：58名（両日合計）

第二海堡モニターツアー

第1会場 海上イベント（第2会期）
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「未来に向け、海をもっと面白く」をビジョンに、クリエイターと
その仲間たちが集い、様々なアウトドアシーンを発信しました。
今年の開催は、国内外の有名アウトドア、フィッシングメーカー総
勢６７ブランドが集結し、お得なアウトレットから限定商品の販売、
アートオークション、ライブ、トークショー、フードを楽しんでい
ただきました。

日 時：2019年10月19日（土）、20日（日）
会 場：大さん橋ホール
出展者：7、１１ページ参照

BLUE CAMP   

大さん橋ホールイベント（第1会期）

水上でも陸上でも離着水（陸）できる水陸両用機の離着水デモを行いました。当日は台風19号および
10月25日（金）の豪雨等の影響により横浜港内に大小さまざまな浮遊物があること、護岸からの反射
波が残留していることを考慮し、離着水は見送りとなりましたが、赤レンガ倉庫前海域上空を3回通過
飛行し、多くの見学者に観覧いただきました。

・日時：2019年10月27日（日）
9：00 静岡空港

10：15 横浜港飛来
10：30 横浜港
11：30 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

「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 海上イベント第1会場 海上イベント（第2会期）



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：２019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：ピア象の鼻
参加人数：119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（第2会期）

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：2019年10月26（土）、27日（日）
会 場：赤レンガプロムナード
参加人数： １００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（第2会期）

項目 26日（土） 27日（日） 合計

参加人数（大人） 21 26 47

参加人数（子ども） 27 26 53

小計 48 52 100

船種 26日（土） 27日（日） 合計

大人 44 39 83

子ども 21 15 36

小計 65 54 119

※26日（土）：ボート2隻、ヨット1隻
※27日（日）ボート2隻



CO2削減に寄与できる微細藻類ミドリムシを使用したバイオ燃料を使ったシャトルバスを運行し、
出演者及び来場者に対し、 多様なエネルギーやミドリムシの可能性の普及啓発を行いました。

日時：2019年10月26日（土）、27日（日）
会場：赤レンガ倉庫周辺
協力：(株)ユーグレナ、横浜市温暖化対策統括本部、ヨコハマSDGsデザインセンター

バイオ燃料バス

第5会場 運河パーク 海上イベント（第2会期）

YOKOHAMA OPEN SUP RACE 2019

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 RACE2019」
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、SUPヨガを開催。沿道から
多くの方に熱い声援をいただきました。

日 時：2019年10月27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59名、ヨガ10名
協 力：横浜SUP倶楽部

サテライト会場 海上イベント（第2会期）

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いいことや、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2019の特別企画として運
行されました。

会 期：2019年10月27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：53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

地球温暖化対策・COOL CHOICEトークショーとして「海ごみでいま起きて
いること。わたしたちにできること！WONDER ACTION CAFÉ 2019」
を開催いたしました。
※このトークショーは環境省の「地方と連携した地球温暖化対策活動推進事
業」による補助を受けています。
日 時：2019年10月26日（土）、27日（日）13:30‐15:00
会 場：赤レンガ倉庫広場 特設会場 パビリオン
参 加 人 数：240名
司 会 進 行：26日（土）司会・桝太一、特別ゲスト・哀川翔、

27日（日）司会・アホマイルド坂本、ゲスト・木村尚
プログラム：
26日（土）
・子供たちからのメッセージ 幸ヶ谷の海のわたしたちができること

幸ヶ谷の海・横浜市立幸ヶ谷小学校もみなさん
・今、世界の海で起こっていること 地球温暖化と海洋プラスチックごみ問題

環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋研究室 飯野 暁
・FOR THE OCEANS 動き出そう、海のために。

アディダス・ジャパン株式会社 オルティス アンジェラ
・神奈川の海岸から考えるわたしたちのくらし 海ごみの現場からのレポート

（公財）かながわ海岸美化財団 柱本 健司
・自然が大好きなアニキが語る アニキの遊びの流儀！

哀川 翔
27日（日）
・横浜市の温暖化対策 横浜ブルーカーボンの取組

横浜市 温暖化対策統括本部 奥野 修平
・都市の里海づくりから見えてくる、東京湾とわたしたちのくらし

木村 尚
・セブン＆アイHLDSの環境宣言とお客様と取り組む資源循環活動

㈱セブン＆アイ・HLDGS. サステナビリティ推進部 江上 貴司
・日本初「施工」から「暮らし」まで「省エネ100％のまちづくり」を開始

大和ハウス工業㈱ 東京本社 東京都市開発部 事業推進部 渡辺 大吾
・子供たちからのメッセージ みなとみらいの海とわたしたちができること

横浜市立みなとみらい本町小学校のみなさん

海にいいこと、やさしいこと、考えよう！WONDER ACTION CAFE
地球温暖化対策・

COOL CHOICEトークショー
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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：2019年10月17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：231名
プログラム：
・主旨説明

国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 海洋環境・危機管理研究室長 岡田 知也
・東京湾でなぜある生物は衰退し、ある生物は反映できるのか？

東邦大学名誉教授 風呂田 利夫
・東京湾の水環境 現状と課題 ～14年間東京都内湾の調査経験から～

環境カウンセラー 元東京都環境局 風間 真理
・プランクトンの視点から

東京海洋大学放射性同位元素管理センター 石丸 隆
・東京湾再生官民連携フォーラムと東京湾

放送大学学長 來生 新

第20回東京湾シンポジウム ～これまでの東京湾を振り返り、今後の東京湾を考える～



交流会

官民 東京湾大交流会

プレス・メディア
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東京湾大感謝祭2019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：日本テレビ、J:COM、釣りビジョン
・ラジオ：FMヨコハマ
・新 聞：神奈川新聞、日刊スポーツ、デイリースポーツ、港湾新聞、海事新聞、

環境新聞、港湾空港タイムス、水産タイムス、冷食タイムス、日刊かつおまぐろ通信、
日本釣具新報

・雑 誌：ボート倶楽部、つり人、つり情報、下水道、釣具界、水産新潮、日経キッズ＋
・WEB ：ヤフーニュース、つり人オンライン、カナコロ、ボーターズ、

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）
・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）

東京湾大感謝祭2019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：2019年10月26日（土）
会 場：象の鼻テラス
参加人数：110名



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：2019年10月26日（土）、27日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場、ピア象の鼻、

赤レンガプロムナード
協 力：Blue Earth Project、（公財）日本釣振興会、

（一財）日本海洋レジャー・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2019企画内容および環境意識
・調査期間：2019年10月26日（土）～10月27日（日）
・調査対象者：東京湾大感謝祭2019 スタンプラリー参加者
・サンプル数： 2088人（有効回答）
・配布：横浜赤レンガ倉庫広場、ピア象の鼻、赤レンガプロムナード

男性
41%

女性
52%

未回答
7%

性別

～10代
22%

20代
7%

30代
17%40代

22%

50代
14%

60代
8%

70代以上
4%

未回答
6%

年齢



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
92%

いいえ
4%

未回答
4%

①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?

はい いいえ 未回答



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

具体的に教えてください。 ※一部抜粋

• プラごみの分別
• 家庭ごみを減らす
• ごみ拾いをする
• 無駄な消費をしない
• プラスチックの使用を控える
• 使い捨て容器を極力使わない
• 台所排水に気を付ける
• マイボトルを持ち歩く
• エコバッグの使用
• ブルーカーボンと生態系サービスの促進に取り組む
• 身近な生活ごみの分別を見直す
• 植林する
• 油を正しく処理する
• 地産地消
• 雨水の使用
• 無駄な水を流さない
• 油汚れの処理
• こういったイベントに参加する
• 自転車・公共交通機関の利用
• CO2を減らす選択をする
• 子供と共に海の環境について学ぶ
• 海を汚さない
• プラスチックストローを使わない
• 紙類への課税
• 排気ガスを少なくする
• 食品ロスを減らす
• 省エネ
• 海の活動をする
• 捨てないでリサイクル
• ゴミを持ち帰る
• 洗剤を適量で使用
• マイ●●を増やす
• 冷房を控えめにする
• リユース品の使用
• 新素材の開発
• ごみを流さない
• 無駄な物を買わない
• ごみ拾いなどボランティア活動に参加
• ラップなどの使用を控えて蓋を使う
• 節水・節電
• 3Rの実施
• プラスチック製品に頼らない生活
• プラごみをキレイにしてから捨てる
• 物を大切に扱う
• SNSによる拡充
• 意識を持つ
• 環境保全企業への支援
• お風呂の残り湯の活用
• LED電球の活用



50%

48%

32%

32%

26%

23%

18%

3%

来場者数が多い

地域・社会貢献に繋がる

様々な関係者と情報交換で

きる

新規顧客開拓に繋がる

販売促進に繋がる

同業他社が出展している

生活者の生の声が聞ける

その他

Q1.東京湾大感謝祭の位置づけを教えてください

出展・協賛者アンケート

58%

48%

30%

27%

21%

18%

12%

企業・団体の製品・サービスのイメージアップ

既存製品・サービスのPR

新規顧客開拓

新製品・サービスのPR

その他

市場ニーズの把握と情報収集

既存顧客深耕

Q2.ご出展・協賛の目的を教えてください

大変良かった
47%

良かった
47%

普通
6%

Q3.ご来場者の反応はいかがでしたか？

大変良かった
良かった
普通
あまり良くなかった
良くなかった
無回答
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東京湾大感謝祭2019 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2019 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2019 ギャラリー
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東京湾大感謝祭2019 ギャラリー

東京湾大感謝祭2020

次回開催案内

■催 事 名：東京湾大感謝祭2020

■会 期・会場：第1会期
2020年10月15日（木）、17日（土）～18日（日）
大さん橋ホール

第2会期
2020年10月24日（土）～25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 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

■特 別 協 力：環境省
（予定・2019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。


