
開催結果報告

■催 事 名：東京湾大感謝祭2016

■会 期：2016年10月21日（金）〜23日（日） 10：00～17：00
※21日（金）は午後より東京湾シンポジウムのみ

■会 場：横浜赤レンガ倉庫（広場・1号館）
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 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 横浜市 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
横浜エフエム放送（株） 経団連自然保護協議会



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。

今年は「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・アウトドアグッズ）や江戸前フードの展示・販売、特別コラボ企画「ふ
るさと納税大感謝祭」や「TFCタレントフィッシングカップ」の開催、乗船体験や釣り教室、その他、さ
まざまなステージイベントやワークショップなどを催し、9万8千名が参加しました。

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2016

■会 期 ： 2016年10月21日（金）〜23日（日） 10：00～17：00
※21日（金）は午後より東京湾シンポジウムのみ

■会 場 ： 横浜赤レンガ倉庫（広場・1号館）
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 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 横浜市 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
横浜エフエム放送（株） 経団連自然保護協議会

■協 賛 ： （株）アスカ ESR（株）（株）カーニバル・ジャパン （株）銀座サクラヤ
（株）クルー・エレテック 清水建設（株） 大和ハウス工業（株） 戸田建設（株）
（株）中村住装 日本工営（株） 日本ミクニヤ（株） 藤木企業（株） BOZLES
（株）ミキ・ツーリスト 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 三井不動産（株）
リビングワークス（株）

■協 力 ： （一財）セブン-イレブン記念財団 （一財）日本海洋レジャー安全・振興協会
（公財）日本釣振興会 横浜港ボート天国実行委員会 （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）ホテルニューグランド
横浜ロイヤルパークホテル （株）スターホテル （株）ホテルメルパルク横浜
（公財）帆船日本丸記念財団 （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
横浜ベイサイドマリーナ（株） （株）ケーエムシーコーポレーション
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
（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 下水道広報プラットホーム
NPO法人海辺つくり研究会 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

no. 役割 氏名

1 委員長 田久保 雅己

2 PT長 木村 尚

3 研究・WSWG 岡田 知也

4 釣りWG 鈴木 康友

5 海上WG 中村 貢

6 監事 遠藤 卓男

7 宮島 一晃

8 三上 己紀

9 展示WG 三橋 和也

10 ステージWG 森山 利也

11 地域連携WG 寺元 敏光

12 江戸前WG 牧野 光琢

13
食WG

アドバイザー
佐藤 寛治

14 生物多様性WG 岡野 隆宏

15 阿部 芳久

no. 役割 氏名

16 釣りWG 寺沢 たかし

17 ボランティアスタッフWG 村野 隆一

18 奥田 健

19 滝川 尚樹

20 高橋 小夜佳

21 近藤 隆道

22 大村 直樹

23 渡邊 周

24 笹 健二

25 米森 勝行

26 土井 翔太

27 間瀬 範幸

28 中島 正雄

29 事務局長 吉野 生也
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開催エリアマップ

天候

■ 9万8千名／3日間

来場者数

■ 2016年10月21日（金）曇り
2016年10月22日（土）曇り
2016年10月23日（日）晴れ
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出展者一覧

■広場出展 ： 65小間／66社・団体 ■広場出展・特別コラボ企画 ： 48小間／61社・団体

■ 1号館2階出展 ： 28小間／20社・団体

■ 全141小間／147社・団体

P.5

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



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17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）カーニバル・ジャパン
（株）銀座サクラヤ （株）クルー・エレテック
清水建設（株） 大和ハウス工業（株） 戸田建設（株）
（株）中村住装 日本工営（株） 日本ミクニヤ（株）
藤木企業（株） BOZLES （株）ミキ・ツーリスト
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド
三井不動産（株） リビングワークス（株）
（順不同）
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■ 全26プログラムを実施。広場ステージ
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広場イベント

オープニングセレモニー

東京湾大感謝祭2016オープニングセレモニーでは、ご来賓とし
て菅義偉 内閣官房長官、石井啓一 国土交通大臣、亀澤玲治 環境
省自然環境局長、島村大 参議院議員、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にご挨拶
をいただきました。

日 時 ： 2016年10月22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：2016年10月22日（土）、23日（日）の両日正午
会 場：赤レンガ倉庫広場ステージ
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

菅 内閣官房長官、石井 国土交通大臣 來生 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

ション

江戸前の旨味を感じよう！

江戸前の旨味の秘密はあわせだしにあります。その旨味の正体を昆
布に含まれるグルタミン酸とかつお節に含まれるイノシン酸を用い
て解説し、来場者に体感いただきました。魚介や海藻類があふれる
東京湾の今後の姿に向け水産資源、食育の大切さを伝えました。

日 時 ： 2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場 ： 赤レンガ倉庫広場ステージ、広場ブース
協 力 ： 江戸前ブランド育成PT、（一財）東京水産振興会、

（一社）大日本水産会、全国漁業協同組合連合会、
（国研）水産研究・教育機構
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広場イベント

東京湾を再生するには、私たちが排出している環境への負荷を下げる
必要があります。自家用車やバス・タクシーなどが排出する排気ガス
もそのひとつです。今回、横浜市の協力により展示した燃料電池自動
車（ＦＣＶ）は、水素を燃料として空気中の酸素との化学反応により
発生する電気により走行するエコカーです。走行時には有害な排気ガ
スやCO2を一切排出しないクリーンな次世代自動車として「究極のエ
コカー」を展示することで、エコ技術の重要性をPRいたしました。

日 時：2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
協 力：横浜市、日立オートモティブシステムズメジャメント（株）

毎年、大好評のゆるキャラ大集合。今年もゆるキャラグランプリ
2013で1位になった「さのまる」がインランドポート（内陸の
港）の供用開始に向け栃木県佐野市から遊びにやってきました。
他にも、港や環境、水、町の大切さなどを訴える仲間のゆるキャラ
がたくさんやってきて会場を楽しませました。

日 時：2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場

エコ技術展示・水素で走る”究極のエコカー”FCV「MIRAI」＆水素ディスペンサー展示

特別コラボ企画・ふるさと納税大感謝祭2016

自然の恵みの大切さや環境再生の重要性を考えるきっかけとして、
各地のふるさとの恵みを紹介する特別コラボ企画「ふるさ納税大
感謝祭」を開催しました。北海道から九州まで、全国61自治体
が集結し、ふるさと納税のお礼の品の試飲・試食、販売、展示、
ワークショップなどを通じ自然の恵みをご来場いただいた皆様に
体感いただきました。

日 時：2016年10月22日（土）～23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
協 力：株式会社トラストバンク
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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。

参加人数：2016年10月23日（日） 34名 ※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

ボートや釣り具、アウトドアグッズの展示・販売コーナーを設け、
マリンレジャーの紹介を行いました。

日 時：2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫広場
出 展：シマノ、マルキユー、サンライン、オフィス・ユーカリ、

つりいく、ピュア・フィッシング・ジャパン、アトム、
つり人社、日本釣振興会、マリンライセンスロイヤル、
海洋平和

関連展示：海であそぼう！マリンレジャーコーナー「Go Fishing！」「Go Boating！」

特別コラボ企画・東京湾を釣りまくろう！ タレントフィッシングカップ2016 表彰式

タレントのつるの剛士さんの声掛けにより芸能界の釣り好きを募
り始めた釣り大会・タレントフィッシングカップ2016が、今年
は東京湾大感謝祭の特別コラボ企画として開催されました。30
名のタレントが参加。東京湾のアジとスズキを6隻の遊漁船で釣
り競っていただき、広場ステージでは表彰式を行いました。
・スズキ部門優勝者：つるの剛士さん
・アジ部門優勝者 ：小崎陽一さん

日 時 ： 2016年10月22日（土）
会 場 ： 赤レンガ倉庫広場ステージ

釣り企画
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海上イベント

ボート・ヨット体験乗船会・横浜港クルーズ

プレジャーボートやヨット、クルーズ船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。

開 催 日 ：２016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：ピア象の鼻桟橋、ピア赤レンガ桟橋
協 力：（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会、（株）ケーエムシーコーポレーション

横浜港クルーズ・乗船者349名

ボート・ヨット体験乗船会・乗船者185名
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YOKOHAMA OPEN SUP RACE 2016

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 RACE2016」
を開催いたしました。男女別の個人戦と今年は日本初のDRAGON SUPレースも行い、沿道から多
くの方に熱い声援をいただきました。

参加人数：2016年10月23日（日） 選手47名
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

海上イベント

ハマのWONDER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、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。

参加人数：2016年10月22日（土）、23日（日） 400名
会 場：横浜赤レンガ倉庫1号館「海の学び場」、ピア象の

鼻、横浜大さん橋国際客船ターミナル、帆船日本
丸・横浜みなと博物館、ホテルニューグランド、
スターホテル横浜、ホテルメルパルク横浜
ク横浜

会場周辺イベント

協 力：プリンセス・クルーズ、ホテルニューグランド、横浜ロイヤルパークホテル、帆船日本丸・
横浜みなと博物館、ロイヤルウイング、スターホテル横浜、ホテルメルパルク横浜、京浜
フェリー、ミキ・ツーリスト
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1号館イベント

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、東京湾の文化・生き物の絵画・写真・標本等の展
示コーナーが一同に体感・体験できる「海の学び場」を催しました。

日 時：2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫1号館2階イベントスペース
出展者：28小間／20社・団体 ※5ページ参照

「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。顕微
鏡を使用した微生物の観察や牛乳パックを使用した工作、クイズを通じ、
東京湾の水循環を支える下水道の取組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：2016年10月22日（土）、23日（日）1050名
※クイズ参加者

会 場：赤レンガ倉庫1号館2階イベントスペース
協 力：下水道広報プラットホーム（GKP）、国土交通省、横浜市、

川崎市、東京都、JFEエンジニアリング、水ing、月島機
械、前澤工業、メタウォーター、高度処理促進全国協議会、
NPO21世紀水倶楽部

アンダー ワンダー 湾だー

「地元の海をスター☆にしよう。」をテーマにした海のポスター
グランプリ”うみぽすGP”が今年の夏に開催されました。応募
総数2,148点の中から選ばれた入賞作品100点＋αを展示。日
本各地の海をバラエティ豊かな表現で宣伝するポスターを見て、
来場者は大好きな海に想いを馳せていました。

日 時：2016年10月22日（土）、23日（日）
会 場：赤レンガ倉庫1号館1階イベントスペース
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1号館 同時開催

沿岸域のサービスや価値の定量化に関する研究を、多分野の研究者に紹介
して頂きました。

日 時：2016年10月21日（金） 13:00‐17:10
会 場：赤レンガ倉庫1号館3階ホール
主 催：国土技術政策総合研究所
参 加 人 数：247名
プログラム：第１部

・海洋健全度を応用した干潟がもつサービスの定量化
国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 岡田 知也

・東京湾の干潟における調整サービスの定量化
港湾空港技術研究所 沿岸環境研究グループ 渡辺 謙太

・比較順位法を用いた干潟がもつサービスの経済評価の検討
港湾空港技術研究所 沿岸環境研究グープ 桑江 朝比呂

・東京湾の沿岸自然環境の復元と住民意識
東京大学海洋アライアンス 特任研究員 徳永 佳奈恵

休憩 ＆ ポスターセッション
第２部
・海洋生態系サービスに対する市民認識の多様性

国立環境研究所 生物･生態系環境研究センター 久保 雄広
・干潟・砂浜・サンゴ礁、多様な沿岸景観ごとの文化的サー

ビスの分布とその変動
海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター 山北 剛久

・侵入生物は干潟の生態系サービスにどのような影響を及ぼ
したのか？
国立環境研究所 生物･生態系環境研究センター 矢部 徹

・望ましい生態系の姿とは？～福利構造の国別セクター別比
較～
中央水産研究所 経営経済研究センター 法理 樹里

第17回東京湾シンポジウム ～沿岸域の生態系サービスの定量化～

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 2016」を開催いたしました。

日 時：2016年10月22日（土） 13:30‐15:00
会 場：赤レンガ倉庫1号館3階ホール
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：243名
司 会 進 行：総合司会・桝 太一、特別ゲスト・萩原 智子
プログラム：・子供たちからのメッセージ：

魚とアマモと私達・根岸小学校 佐藤拓実（よこはま
子ども国際平和スピーチコンテスト審査委員長賞受賞者）

・地球目線・COOL CHOICE：
環境省 地球環境局 松澤 裕

・港から見た海の再生の輪の拡がり：
国土交通省関東地方整備局 加藤 雅啓

・つなげよう、支えよう森里川海：
環境省 自然環境局 奥田 直久

・愛され続ける江戸前の恵み：
水産研究・教育機構 中央水産研究所 牧野 光琢

・学校で学ぶ・身近な自然から学ぶ：
文部科学省 初等中等教育局 鳴川 哲也

・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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交流会

官民 東京湾大交流会

東京湾大感謝祭2016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：2016年10月22日（土）
会 場：赤レンガ倉庫2号館2階 FISHERMAN'S MARKET
参加人数：116名

プレス取材

東京湾大感謝祭2016は会期中、以下のマスコミ各社より取材いただきました。

P.15

テレビ ラジオ 新聞 雑誌

NHK TBSラジオ 朝日新聞社 つり人

日本テレビ ニッポン放送 毎日新聞社 つり情報

テレビ朝日 FMヨコハマ 読売新聞社 BOAT CLUB

テレビ大阪 BayFM 神奈川新聞社

テレビ神奈川 サンケイスポーツ

J:COM スポーツニッポン

BS朝日 スポーツ報知

CS朝日 東京中日スポーツ

AbemaTV デイリースポーツ

日刊スポーツ

港湾新聞

港湾空港タイムス

日本水道新聞社

水道産業新聞

日本釣具新報

週刊ヘラニュース



来場者アンケート

42%

58%

男女比

男性 女性

22%
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6%

15%
25%

17%

7%

2%

年齢構成

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

来場者住所の地理的分布
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・調査内容：東京湾に対する想い
・調査期間：2016年10月22日（土）～10月23日（日）
・調査対象者：東京湾大感謝祭2016 スタンプラリー参加者
・サンプル数： 400人（有効回答）
・配布：横浜赤レンガ倉庫会場ならび周辺ホテルなど配布設置場所提供先



来場者アンケート

質問：「東京湾」は将来"こうなっているだろう"という姿や出来事をできるだけ具体的に、
たくさんお書きください。

• 魚がたくさんいる東京湾。

• 東京湾で海水浴ができるようになっていると思う。水が綺麗になっている。

• 魚などの生き物や自然の生き物が住みやすい湾であってほしいです。

• 生き物が生きやすく、綺麗になっているだろう。

• シロナガスクジラがいたらいいなと思う。綺麗な魚がいたらいいなと思う。

• ゴミが減って、海水や川が綺麗になっている。

• 色々な国の船を見ることができる。

• 綺麗な海水になっていると思う。

• グライダーや小型飛行機などが自由に飛べる。航空公園。

• ウォーターフロントにかなりの砂浜や干潟がある自然たっぷりの風景。

• 綺麗な公園が海浜にでき、スパ施設や、海の生き物と触れ合えるエリア。

• ゴミのない海。東京湾でとれる魚を気軽に食べることができる。

• 海・緑・人が一体化した景観の良い海。

• どこでも釣りができるようになっている。

• 大型客船のターミナルが完成。

• 皆が海を気軽に楽しめる所。

• 環境保全が進んでいる。

• 環境を考える人が増えて、海の生物がたくさん戻ってくることを願っています。

• 綺麗な海になっている。沖縄・奄美とは違っても、美しい海に。

• 廃棄物で海辺の生物に害を与えない。東京湾一周の遊歩道ができる。

• たくさんの魚がとれて、綺麗な場所へとなっていて欲しいです。ナイトショーなどの観光スポットとも
なっていて欲しいです。

• 子供が楽しく遊べるくらいに綺麗になっていて欲しいです。

• 湾内に大きな人工島ができて、東京、千葉、川崎、横浜、三浦半島、房総半島のいずれからもアクセス
できるようになっている。たくさんの人々が住むと同時に緑豊かな土地に。

• たくさん泳いで楽しみます。

• 葛西で行われているような取り組みが成功して、多くの海岸で海遊びができるようになっている。

• 楽しい場所。

• テーマパークが充実していると良い。

• 透明の海中トンネルができている。

• 海や川で獲れた魚が食べれる。

• 獲れたて魚がおいしい町。

※一部抜粋
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・ゴミが捨ててある。

・水の汚れと、空気の汚染。

・ゴミなどが捨てられていたら嫌ですね。

・魚があまりいない海にしない。汚い海にしない。

・海が汚く、悪臭がする。

・ゆらゆらしない海。

・戦争に使われる。

・赤潮が発生し、悪臭が漂っている。

・埋め立てが進み、水切れが少なくなる。

・完全な埋め立てで、海が無くなってしまう。

・臭い。

・汚い。

・昔のような汚れた海。

・何も変わらないゴミのある海。

・環境汚染された海。海水、漂流物で汚れた海。

・フェンスで閉め切られて、人が近づけない海。

・魚がいない。

・汚い。海の底が見えない海。

・親しみにくくしないで。

・環境破壊。

・これ以上の埋め立てはして欲しくないと思います。

・二度と泳げなくなる海。子供たちのためにも綺麗に。

・汚い、臭いなど次世代に負のものとならないといいと思います。

・海水の水質汚染で魚が住めなくなってしまっている。

・ヘドロドロドロ。

・好きなお魚がとれない。

・ゴミ等を捨てない。家で食用油を流さない。皿を拭いて洗う。

・東京湾でとれる魚介類が汚染で食べられない。

・荒廃しないで。

・生態系が崩れ、ヘドロがたまる海。

来場者アンケート

質問：「東京湾」は将来“こうあって欲しくない"という姿や出来事をできるだけ具体的
に、たくさんお書きください。

※一部抜粋
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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

東京湾大感謝祭2017

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 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・2016年実績）

■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 横浜市 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
横浜エフエム放送（株） 経団連自然保護協議会（予定・2016年実績）


