
第１号様式               主要事業の進行状況報告書       平成 28年９月 30日 

104 港湾局 「海の森」事業 

事
業
概
要 

東京の水と緑のネットワークを構築し、緑豊かな風格ある東京を実現する一環

として、臨海部における緑の拠点形成を図るため、中央防波堤内側埋立地の公園

予定地において森を主体とする公園「海の森」を整備し、自然環境再生に取り組

む。都民や企業と協働し、苗木づくりや土づくりから始めて、ごみの島を緑の島

に変え、東京のシンボルとして後世に伝えていく。 

 平成 25年度末に設立した「東京都海の森倶楽部」会員である企業やＮＰＯ等に

よる様々な事業を通じて、今後とも海の森の事業メッセージの発信を行っていく。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

・平成 15年 11月に「海の森（仮称）」の構想について、東京都港湾審議会に諮問

し、平成 17年２月に答申 

・平成 19年 ２月 「海の森公園」の海上公園計画を告示 

・「10年後の東京」（平成 18年 12月）では、風の道の起点となる「海の森」の整

備、新しい整備手法として募金の活用や都民等との協働事業を行うこととした。 

・平成 19年 ７月  知事が出席して「海の森募金」キックオフ・イベントを開催 

・平成 19年度    海の森公園植栽基盤整備工事開始 

・平成 20 年 ５月  植樹イベントを実施（知事・ボノ氏・マータイ氏・安藤忠雄

氏参加） 

・平成 20年 10月  Ｃ40気候変動東京会議メンバーによる海の森視察及び植樹 

・平成 20年 11月  都民約 2,000人による植樹を実施 

・平成 21年 ４月  各道府県の木を植える「ふるさとの森」植樹の実施 

         環境移動教室の実施（視察に訪れたＩＯＣ委員も植樹に参加） 

・平成 21年 ７月 海の森見学会の実施（金曜、土曜両日実施） 

・平成 21年 ９月 都民約 2,100人による植樹を実施 

・平成 22年 ３月～４月 春植樹（募金企業・団体約 1,500人による植樹を実施） 

・平成 22年 ８月 海の森一般公開を実施（20日～22日、延べ 1,200人が参加） 

・平成 22年 11月 秋植樹（一般個人・団体約 1,600人による植樹を実施） 

・平成 23年 ３月 春植樹 

「海の森募金」は目標額５億円を達成し終了 

・平成 23年８月  海の森一般公開を実施（19日～21日、延べ 1,100人が参加） 

・平成 23年 11月 秋植樹（一般個人･団体等約 1,800人による植樹を実施） 

・平成 24年９月～10月 第 29回全国都市緑化フェア TOKYOのメイン会場の一つ

として、植樹イベントや海の森特別公開等を実施（９月 29

日～10月 28日、延べ 5,000人が来場） 

・平成 25年３月  春植樹（募金企業・団体約 760人による植樹を実施） 

・平成 25年４月～ 新たな協働の仕組みづくりに関する企業意見交換会 

・平成 25年 10月～11月 海の森特別公開を実施（10月 18日～20日、11月２ 

         日～４日、延べ 2,000人が来場） 

・平成 25年 11月 秋植樹（一般個人･団体等約 1,800人による植樹を実施） 

・平成 25 年 12 月 企業等との協働によるイベント開催等を更に発展させるため

「東京都海の森倶楽部」を設置し会員公募開始 

      〃  エコプロダクツ展 2013と連携した海の森見学会を実施 

・平成 26年１月 「東京都海の森倶楽部」、初回公募による 40団体でスタート 

・平成 26年３月  春植樹（募金企業・団体約 800人による植樹を実施） 

〃   東京都海の森倶楽部会員事業として、「アウトドア婚活 in 海

の森」、「聞き書き甲子園 in 海の森」、「国際森林デー2014 み

どりの地球～国際交流・海の森植樹」の３つのイベントを開

催 



・平成 26年４月  東京都海の森倶楽部会員事業「step camp」及び「知っとくツ

アー」開催 

・平成 26年９月 「平成 26年秋の海の森まつり」開始（～11月） 

〃  東京都海の森倶楽部会員事業「COLOR ME RAD TOKYO」開催 

・平成 26年 10月 東京都海の森倶楽部会員事業「海の森写生会」「親子で楽しむ

海の森野外教室」「ありがとう ペットロスと向き合おう」開

催 

・平成 26 年 11月 海の森特別公開を実施（11月 21 日～24 日、延べ 1,800人が

来場） 

〃  秋植樹（一般個人･団体等約 3,800人による植樹を実施） 

〃  東京都海の森倶楽部会員事業「海の森グリーンアスロン」「海

の森を海から見てみようクルーズ」「東京港をめぐる海の森倶

楽部ガイドツアー」「海の森あおぞらフェスタ 2014」開催 

・平成 26年 12月 エコプロダクツ展 2014と連携した海の森見学会開催 

・平成 27年１月 「東京都海の森倶楽部」会員追加公募、５法人が参画 

〃  東京都海の森倶楽部会員事業「海の森公開ルートの散策」開       

   催 

・平成 27年３月  春植樹（募金企業・団体約 900人による植樹を実施） 

〃  東京都海の森倶楽部会員事業「ドッグスポーツフェスタ in

海の森」「国際森林デー2015 みどりの地球」「MOTTAINAI キャ

ンペーン 10周年植樹体験会」「聞き書き甲子園 in海の森」開

催 

・平成 27年５月～８月 

  東京都海の森倶楽部会員事業「親子で楽しむ海の森野外教室」

「COLOR ME RAD TOKYO」「TOKYO ISLAND」「みんなでつくろう海

の森プロジェクト（海の森あおぞらレンジャー）」「グリーンア

スロン」実施 

・平成 27年 10月～11月 

秋植樹（一般個人･団体等約 2,800人による植樹を実施） 

海の森特別公開を実施（10 月 31 日～11 月 3 日、延べ 1,800

人が来場） 

「海の森募金」で集まった５億円をすべて植樹に充当完了 

・平成 27年 10月～12月 

          東京都海の森倶楽部会員事業「海の森あおぞらフェスタ

2015」「海の森を海から見てみようクルーズ」「海の森植樹＆

はとバスお仕事体験」「海の森植樹体験＆シンポジウム」「ESD

推進のための次世代人材育成事業」「ハッピーシニアドッグパ

ーティーin海の森」を開催 

・平成 28 年 3 月 東京都海の森倶楽部会員事業「国際森林デー2016」「聞き書き

甲子園 in海の森」開催 

・平成 28年５月 海の森水上競技場部分の編入について、東京都港湾審議会に諮

問し、答申 

・平成 28年５月 東京都海の森倶楽部会員事業「親子で楽しむ 海の森 野外教

室」開催 

・平成 28年５月 東京都海の森倶楽部会員事業「まるっと体験海の森」開催 

・平成 28年６月 「海の森公園」の海上公園計画の変更を告示 

         面積約 149ヘクタール（うち、陸域約 95ヘクタール、水域約

54ヘクタール）へ拡張 



 

・平成 28 年７月 海の森特別公開を実施（７月 16 日～17 日、23 日～24 日、延

べ約 1,500人が来場） 

・平成 28年７月 東京都海の森倶楽部会員事業「海の森あおぞらフェスタ 2016」

開催（海の森特別公開と同時開催） 

・平成 28年９月 東京都海の森倶楽部会員事業「海の森あおぞらレンジャー2016

秋」開催 

現
在
の
進

行
状
況 

・苗木づくりボランティア活動を継続中（延べ 223人） 

・平成 20年２月に海の森友の会を発足、メール配信中 

・海の森造成整備工事（平成 27年度８ha完成、累計 45ha） 

・平成 27年秋をもって植樹が完了した（平成 27年度３ha、累計 37ha） 

今
後
の 

見
通
し 

・東京 2020大会関連整備と調整を行いながら、可能な範囲で企業や NPOと連携し

た様々なイベント（「東京都海の森倶楽部会員事業」）を展開し、海の森の魅力

向上や事業メッセージ発信を進める。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック大会後の開園を予定している。 

問い合わせ先 港湾局 臨海開発部 海上公園課 電話 03-5320-5590 

 


